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木津川市社会福祉協議会 検索

ぽらりす箸

地域のきずなをたやさない！

１月15日㈮13時30分～16時
（1月4日㈪から予約受付）

２月19日㈮13時30分～16時
（2月1日㈪から予約受付）

木津老人福祉センター 木津川市社協（☎0774-71-9559）

木津川市社協（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

日　時 会　場 申込み・問合わせ

1月8日㈮13時30分～16時 加茂支所（☎0774-76-4338）加茂ふれあいセンター

2月5日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4150）山城保健センター

日　時 会　場 申込み・問合わせ

申込み・問合わせ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が応じます。

■多くの方にご利用いただくため相談は1人年度1回

　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

１月８日㈮
（1月4日８時30分から予約受付）

２月12日㈮
（2月1日８時30分から予約受付）

13時～15時30分

木津老人福祉センター

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

（各月　先着5名　1人30分間）無料法律相談

山城南地区社協
司法書士法律相談
・必ず電話で予約してください。

・木津川市・相楽郡内であればど

なたでもご利用頂けます。

藤原　昇様・・・米90kg

山﨑　榮様・・・手作りマスク　40枚

山本優子様・・・チャイルドシート

大西祐子様・・・チャイルドシート

川口さおり様・・・チャイルドシート

京都ロータリークラブ様・・・ぽらりす箸　250組

その他、匿名で1000円、野菜のご寄付をいただきました。

ぽらりす箸はデイサービスや訪問介護事業に、その他は

地域福祉活動、配食サービス食材料に活用させていただきます。

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会

　問合せ・相談・登録
TEL.0774-72-9155

　昨年はコロナ禍のなか、本会の運営並びにボランティア啓発事業に、ご
理解とあたたかいご支援を賜りありがとうございました。苦難の１年となり
ましたが、今年は、皆様がボランティア活動を再開できますよう心より祈
念いたしまして年頭の挨拶とさせて頂きます。

ボランティアセンター運営委員会委員長
松本　憲三郎

　平素は、本会の運営並びに諸事業の推進に深いご理解と心強いご支援
を賜り、役員一同深く感謝とお礼申し上げます。昨年は、思いもよらぬコ
ロナ禍にみまわれ、皆様方の活動も苦しい状況になられたと思います。
今年は、笑顔で再会できますようお祈り申し上げます。

ボランティア連絡協議会会長
西本　俊明

善意のご寄付ありがとうございました

明けましておめでとうございます 令和３年
年頭挨拶
令和３年
年頭挨拶

各地域のきずな　P２へ

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
会　長　福 井　博 敏

　みなさま、新年明けましておめでとうございます。
　年頭に当り、先ずは昨年新型コロナウイルス感染によりお亡くなりになられ
た方々にご冥福をお祈りいたしますと共に、コロナウィルスの影響で苦しんで
おられる皆様にお見舞いを申し上げます。
　さて、昨年は、当協議会の活動に格別のご理解とご支援を賜り、役職員一同
心より厚く御礼を申し上げます。
　昨年の年の初めから感染力の強い新型コロナウイルスの感染が拡がり、社会
が苦しい状況に追い込まれました。人々は密を避け人と人との交流が自粛され、
精神的にとても辛い状況が今も続いています。このような状況が一日も早く収
まり安心して生活が送れることを強く願っております。
　今年も引き続きコロナ禍にあって新しい取り組み方を模索しながら地域福祉
を少しでも進めていく所存でありますので、どうぞ変わらぬご支援
をお願いいたします。
　結びに、今年1年が皆様にとってより良い年となりますことを祈念
いたしまして、新年のご挨拶といたします。

この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会 http://www.kyoshakyo.or.jp/kizugawa/
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本所・木津支所 〒619-0214　木津川市木津川端19番地 〔木津老人福祉センター内〕 TEL.0774-71-9559　FAX.0774-72-7690
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山城支所 〒619-0205　木津川市山城町椿井北代102番地 〔山城保健センター内〕 TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521
介護保険事業所 〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地２ 〔ハッピーコスモス〕 TEL.0774-73-2080　FAX.0774-73-2191
地域包括支援センター木津西 〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地２ 〔ハッピーコスモス内〕 TEL.0774-75-1294　FAX.0774-75-1295
地域包括支援センター加茂 〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地 〔加茂ふれあいセンター内〕 TEL.0774-76-0001　FAX.0774-76-8277

木津川市社協だより
思いやり
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ひろがる輪



３

調印式の様子

熱湯もちもち食パン

ファミリーサポート事業会員募集

コロナでもつながり続けるために
～南平尾活き活き農園交流サロンプレオープン！～

１１月１７日（火）兜台地区の
高齢者さん宅訪問

西木津川台世代間交流
～ハロウィンスタンプラリー

「まかせて会員」講習会のご案内

　ファミリーサポート事業は「おねがい会員」（育児の援助を受けたい会員）と「まかせて会員」（育児の援
助を行う会員）がお互いに信頼関係を築きながら育児について助け合う会員組織の有償ボランティアです。
保育施設等への送迎や、外出時の一時預かりなど子育て家庭に必要な援助を地域でサポートします。
　センターでは「おねがい会員」と「まかせて会員」になっていただける方を随時募集しています。興味の
ある方はお気軽にセンターまでご連絡下さい。　

　南平尾区では地域のつながりが継続できるよう、新たに農園を

サロンの集いの場にする活動を進めています。地域の協力を得て

遊休農地を借り上げ、整備してきました。10月には、ボランティ

アで試験的に育ててきた大根と白菜の収穫祭（プレオープン）を

開催し、参加者は立派に育った野菜を収穫、両手いっぱいにお土

産として持って帰りました。２月の本格オープンが皆待ち遠しい

です。

　兜台地区は活動

が盛んな地域です

が、今年はコロナ

感染拡大の中、高

齢者のお宅訪問に

変更。集会所で役

員さんがプレゼン

トをラッピングし

訪問しました。「役員さんを初め地域の皆さんが親

切に暖かに接して下さり嬉しい。」と喜んで下さり

「自宅近く集まる場所が欲しい。買い物が遠くで大

変。」等、日常の事もお話下さいました。短時間で

したが話す事の大切さを再認識しました。

　コロナ感染の影

響で恒例の行事が

出来ず、屋外で各

丁目の公園を巡る

スタンプラリーを

しました。子ども

たちは大喜び！地

域の見守りの方や

民生委員さん達の

応援もあり、楽し

い一日となりまし

た。

第1回　1月28日（木） 

第2回　1月29日（金） 　9時～ 16時

第3回　2月22日（月） 　木津老人福祉センター

第4回　2月25日（木） 

講習会は全4回です。「まかせて会員」として活動していただく

には、全日程を終了していただくことが必須です。

【その他】※昼食・お茶等は各自でご用意ください。

　　　　　※講習会開催時に託児を行います。希望者は締切日

までにお申込み下さい。

【申込み】１月21日（木）締切り

【問合わせ】ファミリーサポートセンター

　　　　　　木津川市社協　☎0774-71-9559

参加者
募集！

第4回介護者交流事業

木津川市内の募金百貨店プロジェクトに
ご協力いただいている企業をご紹介します。

　日ごろの疲れやストレスを癒し、
介護者同士の交流、情報交換等々で
リフレッシュしましょう！
ご参加お待ちしております。

日　時　1月19日（火）

　　　　午前10時30分～午後1時30分

場　所　木津老人福祉センター

内　容　ハーバリウム作り

参加費　500円

締切り　1月8日（金）

希望者
募集！

協力企業
募集中！

花を通じて見守りの輪
を広げよう

　木津川市社協では、年に１度、花の苗を届ける見守
り活動をしています。お近くの高齢者見守り隊（お元
気サポーター）が花の苗をお届けします。

対象者・木津川市在住の65歳以上のおひとり暮らし　
　　　の方、75歳以上の高齢者世帯
　　　・見守りを希望される方
締切り　1月29日（金）
申込み・問合わせ  木津川市社協各支所
　　　　　　　　　木津支所（☎0774-72-5532）
　　　　　　　　　加茂支所（☎0774-76-4338）
　　　　　　　　　山城支所（☎0774-86-4151）

※見守り活動は年間を通じて行っています。

　「募金百貨店プロジェクト」とは、参加企

業・団体等と協働し、寄付つき商品をつく

り、まち中に百貨店のように広げていく活

動です。売上の一部は、赤い羽根共同募金

への寄付となり、木津川市共同募金委員会

を通じて、地域福祉推進事業の財源に役立

てられます。

　消費者は、普段の買い物が自分のまちを

良くする行動（共同募金）につながり、企

業は、地域への社会貢献ができる「三方良

し」のしくみです。

この講習会は、木津川市ファミリーサポート事業の会員登録された方が対象になります。

（会員登録をご希望の方は、事前に問合わせて下さい）

赤い羽根共同募金
配分事業

消費者
（寄付つき商品を購入）

日常の消費活動が

地域支援につながります。

参加企業
（売上げの一部を寄付）
販売促進、社会貢献に

つながります。

地域
（共同募金の財源に）

地域福祉活動の

　財源となります。

赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」が
木津川市で広がっています。

レンタル工房なごみレンタル工房なごみ
寄付つき商品
・振袖レンタル

・振袖前撮パック

＊華やかな衣装で伝統行事＆伝統衣装をサポートしてくれる衣装レンタルのお店です。

パネッテリア　プルチーノパネッテリア　プルチーノ
寄付つき商品
・熱湯もちもち食パン

・国産小麦ブール

＊国産小麦と天然酵母を使用し、熱湯で混ぜ合わせたモチモチ食感の生地を

　2日かけて仕込みをする、味、食感が最高の食パンを提供しています。

問い合わせ
木津川市共同募金委員会・木津川市社会福祉協議会　　☎0774-71-9559

（木津川市相楽台3-1-5）

（木津川市山城町上狛的場19-6）

⎫
｜
⎬
｜
⎭

「はたちのあなた　記念日は社会に貢献」
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（木津川市山城町上狛的場19-6）

⎫
｜
⎬
｜
⎭

「はたちのあなた　記念日は社会に貢献」
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３

山城支所高齢者世帯訪問
～今年も元気な皆さんにお会いできました～

　新年明けましておめでとうございます。

　平素はケアセンターハッピーコスモスへのご理解とご協力 誠にありがとうございます。

思いやりとあふれる笑顔を忘れず 地域の皆様に愛される事業所として 頑張ってまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

ケアセンター
ハッピーコスモス

介護保険事業所
住民参加型助け合いサービス協力会員募集中！

★福祉有償運送「運転協力者」講習会のご案内★

　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さんを募集中です。
（送迎には、下記の講習会の受講が必要です。）詳しくは木津川市社協までお問合わせください。

　福祉送迎サービスは、公共交通機関を利用するのが困難

な方々の移動を支援するものです。送迎サービスの特性か

ら優しい運転が求められ、高い安全性も求められます。

　「だれでも、いつでも、どこでも」安心して出かけられる

社会を創るために、一人でも多くの人が運転者となって貢

献されることを期待しています。

　安全な運転と、協力者になろうという意欲と、さらに利

用者の安全や安心への配慮を意識的に行うことによって、

送迎サービスに適した運転をするための講習会を開催し

ます。

　近隣での講習会は年に一度です。この機会にぜひ、ご参

加ください。

　「家にいるよりも外に出て人と関わろうと思い、配食ボランティアを始めました。お弁当を作ることで地

域の高齢者を支えることができて嬉しいです。」

　元気にお弁当作りに取り組む久米さんと峯山さんは共に75

歳を超える大ベテラン！お料理好きの仲間と一緒に楽しくお

弁当作りに励んでいます！一か月に1度の調理ボランティアで

楽しく、活き活きとした時間を過ごしませんか？

活動曜日　木津：木曜日　　加茂：火曜日　　山城：水曜日

問合せ　木津支所　☎0774-71-9559
　　　　加茂支所　☎0774-76-4338
　　　　山城支所　☎0774-86-4151

　社協山城支所では地域の民生委員さんと一緒に、毎年高齢者世帯の訪問活動を行っています。

　10月15日～11月16日までの約1か月間をかけて各地域、

合計287世帯の皆さんにお会いすることができました。

　コロナ禍で人と人とのつながりがこれまで以上に希薄化

している中で、特に今年は訪問をとても心待ちにされてい

たのが印象的でした。

　これまで通りの活動が制限されている社協職員や民生委

員の皆さんも、変わらない皆さんの笑顔に迎えられ今後の

活動の励みになりました。

　聞かせていただいた心配事や困りごとなど、今後も地域

の皆さんと一緒に考えていきます。お世話になった全ての

皆さん、ありがとうございました。

日　　時　3月6日（土）　9時～ 17時

　　　　　3月7日（日）　9時～ 12時

　　　　　※必ず両日参加が必要です。

場　　所　木津老人福祉センター（木津川端19番地）

対　　象　木津川市在住の方でおおむね65歳までの方

テキスト代　1,500円

　　　　　（社協の協力会員に登録された方は無料です）

申込締切　2月19日（金）

問合わせ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

配食ボランティア募集！～75歳からでもできる地域貢献～

秋のデイサービスの催し=運動会= =園芸=

10月のこすもすカフェの様子 第
三
者
評
価
が

認
定
さ
れ
ま
し
た

サービス提供責任者
　　　　正職員（月給）　　190,376円
登録ヘルパー　生活援助  時給1,100円 ～
　　　　　　　身体介護  時給1,300円 ～
　　　　　土日祝　時給200円UP

詳細は介護保険事業所へ
お問合せください。
（☎0774-73-2080）担当：早川

久しぶりの再会を

喜び合いました

介護や物忘れが心配な方が集う場です

ゆっくり語り合いませんか？

・1～ 2月 コロナ感染症予防のため、こすもすカフェの
　カフェは中止となりました。
・転倒防止のため、足の裏の筋肉を伸ばす体操や
　椅子に座って足踏みを行いましょう！

京都山城医療センター
　岩本先生にたくさんの

　質問に答えていただき

　ました

スタッフ
訪  問  介  護

初任者研修修了者　 時給950円 ～
介護福祉士　　　　 時給980円 ～

デイサービス介護職員

私たちと一緒に働いてくださる方を
募集しています※要資格

募集!

コロナ対策を十分行い実施しています

お申込み

0774-73-2080 ハッピーコスモス まで
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ハッピー
コスモスちゃん

木津川市社会福祉協議会 検索

ぽらりす箸

地域のきずなをたやさない！

１月15日㈮13時30分～16時
（1月4日㈪から予約受付）

２月19日㈮13時30分～16時
（2月1日㈪から予約受付）

木津老人福祉センター 木津川市社協（☎0774-71-9559）

木津川市社協（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

日　時 会　場 申込み・問合わせ

1月8日㈮13時30分～16時 加茂支所（☎0774-76-4338）加茂ふれあいセンター

2月5日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4150）山城保健センター

日　時 会　場 申込み・問合わせ

申込み・問合わせ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が応じます。

■多くの方にご利用いただくため相談は1人年度1回

　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

１月８日㈮
（1月4日８時30分から予約受付）

２月12日㈮
（2月1日８時30分から予約受付）

13時～15時30分

木津老人福祉センター

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

（各月　先着5名　1人30分間）無料法律相談

山城南地区社協
司法書士法律相談
・必ず電話で予約してください。

・木津川市・相楽郡内であればど

なたでもご利用頂けます。

藤原　昇様・・・米90kg

山﨑　榮様・・・手作りマスク　40枚

山本優子様・・・チャイルドシート

大西祐子様・・・チャイルドシート

川口さおり様・・・チャイルドシート

京都ロータリークラブ様・・・ぽらりす箸　250組

その他、匿名で1000円、野菜のご寄付をいただきました。

ぽらりす箸はデイサービスや訪問介護事業に、その他は

地域福祉活動、配食サービス食材料に活用させていただきます。

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会

　問合せ・相談・登録
TEL.0774-72-9155

　昨年はコロナ禍のなか、本会の運営並びにボランティア啓発事業に、ご
理解とあたたかいご支援を賜りありがとうございました。苦難の１年となり
ましたが、今年は、皆様がボランティア活動を再開できますよう心より祈
念いたしまして年頭の挨拶とさせて頂きます。

ボランティアセンター運営委員会委員長
松本　憲三郎

　平素は、本会の運営並びに諸事業の推進に深いご理解と心強いご支援
を賜り、役員一同深く感謝とお礼申し上げます。昨年は、思いもよらぬコ
ロナ禍にみまわれ、皆様方の活動も苦しい状況になられたと思います。
今年は、笑顔で再会できますようお祈り申し上げます。

ボランティア連絡協議会会長
西本　俊明

善意のご寄付ありがとうございました

明けましておめでとうございます 令和３年
年頭挨拶
令和３年
年頭挨拶

各地域のきずな　P２へ

社会福祉法人木津川市社会福祉協議会
会　長　福 井　博 敏

　みなさま、新年明けましておめでとうございます。
　年頭に当り、先ずは昨年新型コロナウイルス感染によりお亡くなりになられ
た方々にご冥福をお祈りいたしますと共に、コロナウィルスの影響で苦しんで
おられる皆様にお見舞いを申し上げます。
　さて、昨年は、当協議会の活動に格別のご理解とご支援を賜り、役職員一同
心より厚く御礼を申し上げます。
　昨年の年の初めから感染力の強い新型コロナウイルスの感染が拡がり、社会
が苦しい状況に追い込まれました。人々は密を避け人と人との交流が自粛され、
精神的にとても辛い状況が今も続いています。このような状況が一日も早く収
まり安心して生活が送れることを強く願っております。
　今年も引き続きコロナ禍にあって新しい取り組み方を模索しながら地域福祉
を少しでも進めていく所存でありますので、どうぞ変わらぬご支援
をお願いいたします。
　結びに、今年1年が皆様にとってより良い年となりますことを祈念
いたしまして、新年のご挨拶といたします。

この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会 http://www.kyoshakyo.or.jp/kizugawa/
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本所・木津支所 〒619-0214　木津川市木津川端19番地 〔木津老人福祉センター内〕 TEL.0774-71-9559　FAX.0774-72-7690
加茂支所 〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地 〔加茂ふれあいセンター内〕 TEL.0774-76-4338　FAX.0774-76-8277
山城支所 〒619-0205　木津川市山城町椿井北代102番地 〔山城保健センター内〕 TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521
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地域包括支援センター木津西 〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地２ 〔ハッピーコスモス内〕 TEL.0774-75-1294　FAX.0774-75-1295
地域包括支援センター加茂 〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地 〔加茂ふれあいセンター内〕 TEL.0774-76-0001　FAX.0774-76-8277

木津川市社協だより
思いやり

あふれる笑顔

ひろがる輪
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