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木津川市社会福祉協議会 検索

令和3年度社会福祉協議会会員加入のお願い
～安心して暮らせる福祉のまちづくりのために～

令和２年度社協法人会員（企業・団体・施設等）追加
（敬称略）

　社会福祉協議会は、住民の皆さまと一緒に、誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを目指して様々
な地域福祉活動を推進しています。

●一般会員　　　年額１口　1,000円

●賛助会員　　　年額　　　5,000円以上

●法人会員（企業、団体、施設等）　

　　　　　　　　年額　　　3,000円以上

●終身会員　　　　　　　　100,000円

会員の種類と金額

木津川市ボランティアセンター
木津川市ボランティア連絡協議会

問合せ
TEL.0774-72-9155

5月28日㈮13時30分～16時
（5月1日㈪から予約受付）

6月18日㈮13時30分～16時
（6月1日㈪から予約受付）

加茂ふれあいセンター

木津老人福祉センター

木津川市社協（☎0744-71-9559）

木津川市社協（☎0744-71-9559）

日　時 会　場 申込み・問合わせ

5月7日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-72-5532）木津老人福祉センター

6月4日㈮13時30分～16時 加茂支所（☎0774-76-4338）加茂ふれあいセンター

日　時 会　場 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人年間1回

　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

5月14日㈮
（5月6日８時30分から予約受付）

6月11日㈮
（6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
民生委員が
応じます。

（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。

お困り事がありましたら
ご相談ください。

・【公募】コラボ活動助成（新しい組み合わせをつくる）
　京都府内を主な活動エリアとする非営利団体で１年
以上の活動実績が必要です。
　ボランティアセンターに登録していない団体も対象
とします。
　お互いの強みを出し合い、地域課題の解決や価値創
造を目指すコラボレーション事業を応援します。
　複数の活動団体同士の協働によるコラボレーション事
業。
　１申請あたり上限20万円。自己資金10％以上。経常
経費は、除きます。
　　

ほっぷ（スタートアップ支援補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（設立から５

年以内）

　活動を始めたばかりのグループの立ち上げ期を応援

します。

すてっぷ（ボランティア活動継続支援補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（設立から６

年以上）

　中堅・ベテラングループの活動の（継続）を応援します。

　活動への補助。備品購入への補助。経常経費は、除き

ます。

令和３年度の京都ボランティアバンク補助金の申し込みが始まりました

山下叡子様…10,000円

蝦名正行様…チャイルドシート

石崎春男様…手作りの青竹踏み、ちりとり

西本願寺城南組仏教婦人会様…80,000円

NPO法人かもめ様…38,698円

こども食堂＠高の原様…食料品

その他、匿名で合計84,128円と野菜のご寄付がありました。

地域福祉活動、配食サービス食材料として活用させていただきます。

井筒屋商店　　（株）得輔

小間安　　　　西谷歯科医院

白亜庵　　　　芳兵衛　　　（五十音順）
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社協の活動は、住民の皆様の会費に
よって支えられています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

★交流する地域づくり ★地域で支え合う仕組みづくり

★課題を解決する活動づくり ★地域の基盤づくり

高齢者交流、世代間

交流、ふれあいサロ

ン活動、障がい児・

者のつどいなど　

住民参加型助け合い

サービス・配食サー

ビス・見守り活動・

ボランティア活動・

地域防災活動の支援

など

地域懇談会・団体懇

談会・各種相談事

業・ネットワーク会

議・協議体活動、認

知症カフェなど

地域福祉活動の担い

手育成・ボランティ

アの養成・福祉体験

学習の実施、広報誌

の発行など
じゃんぷ（ボランティア活動特別補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（１年以上の

活動実績が必要）

　ボランティアグループの新たな取り組み等を応援し

ます。

　新規事業。活動規模の拡張や充実。その他緊急度、必

要度が高いもの。

　経常経費は、除きます。

・【新設】サポート（地域課題支え合い補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（１年以上の

活動実績が必要）

　地域における支え合いが特に必要と考えられる課

題」・住民ニーズに対して寄り添う・解決を図るボ

ランティア活動を応援します。

　防災。担い手づくり。居場所づくり。生活支援。新型コ

ロナウィルス。（つながりづくり等）

申請は６月４日までにボランティアセンターへ、
ご提出お願いします。
【登録ボランティアグループ募集中】
　一緒にボランティア活動、啓発活動しませんか？
　締め切り：　６月末迄
※詳しくは、ボランティアセンター（72-9155）迄

世代を越え、様々な

人とふれあい交流を

しています。

お助け隊の寸劇で、

地域の支え合いを広

める活動をしていま

す。

見守りが必要な方に、

花苗を通じた見守り活

動を行っています。

ご近所でお互いに見守

り合える地域づくりを

目指しています。

　会員とは、社協の事業に賛同いただき、資金面から支えていただくサポーターです。社協

を応援していただき、地域福祉に参加するひとつの方法です。

木津川市社協だより

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
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
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たくさんの思い出と山城の味にありがとう

元気の源！らくらく体操！
「元気が湧いてくる～
　　　  グラウンドゴルフ」

曽根山グラウンドで火曜日朝９時から集まっています。

地域の方とつながり便アンケート ふるさとの稲荷のやまに、
憩いのベンチを新型コロナウイルス感染症の拡大により、

外出自粛の日々を過ごすなか、地域で繋がり
つづけるために、今回、おせち料理の希望者の方（281
人）に往復はがきで『お元気ですか』、つながり便アン
ケートを実施させて頂きました。
　アンケートの返信は、149通と温かいメッセージも頂
き、お元気で過ごされていました。お手紙でつながり
続ける大切さを改めて実感しました。

　北河原にある稲荷大神には、住
民さんよりたくさんの鳥居が奉納
されており、地域にとって大切な
場所になっています。
　その稲荷大神へ向かう階段の途
中に、北河原支部より憩いのベン
チが設置されました。ベンチから
は北河原を見渡すことができ、側
には桜やふるさとの風景を歌った
石碑が建っています。
長い階段の途中でひと休み。
疲れた足を優しく癒してくれる憩
いのベ
ンチで
す。

皆様の声
♥ここに来てみんなと会ってお喋りしていれば、ボケ

へんわ～楽しい～
♥家に籠っていたらあかん。外に出るとええよ。
♥年をとってもみんなと仲良くするのは大事
♥一番大きい人は、虎の人。昭和10年生まれ
♥グラウンドゴルフ

を始めて6年。ほか
のチームでもして
いる。

♥何に載るの？きず
な？ Face book ？
見てみるわ。楽し
み～

　木津町区にある妙楽寺の境内では毎週水曜
日と金曜日に地域の方たちが集まって体操をされてい
ます。10年前はわずか5人で始めた活動も口コミなど
で広まり、今では30人近くの方が参加する活動になり
ました。コロナ禍においても住民の方からの熱心な要
望により休ま
ず活動を継続
されています。
「体操後は皆で
焚火を囲んで
市政について
語 る ん だ よ
（笑）」と い う
男性は御年93
歳！今 年 も 皆
勤賞を目指し
て頑張ってい
ます！

　山城の支部サロンを支えてこられたボランティアグループ

「いきいきサロングループ」が３月を持って活動を終了され

ました。

　グループは25年間、毎月地域のサロンに昼食のちらし寿司

を作り続け、たくさんの笑顔を見守ってこられました。多い

月には約300食を早朝より準備。優しい味は山城のサロンの

ほっこりする名物として地域の方々から喜ばれていました。

　これまで支え続けてくださったグループの皆さんに感謝！

　そしてこれからは身近な地域での新たなご活躍をお祈りし

ています。

加茂 山城

木津
西

木津
東

地域支え合い活動紹介令和3年度事業計画
　第３次地域福祉活動計画に沿い、個別支援でつかんだ生活課題を地域づくりに

つなげることのできる社協の強みを生かして、誰もが安心して暮らし続けること

のできるまちづくりを進めてまいります。

　新たな事業として、「法人後見に取り組むための勉強会」と「フードバンク事業」

を計画しています。フードバンク事業につきましては「NPO法人 手をつないで」と

共同で設置させていただきます。

　また、昨年７月に施行された改正社会福祉法で示された「重層的支援体制整備事業」が求める

「参加できる支えあい活動や居場所を地域に作ること」にはこれまで支部で続けてきたつながり

を作る活動、支えあい活動、サロン活動が生かされていくことが想定されます。それらは国連が国

際目標としているＳＤＧｓ＝持続可能な開発目標にも寄与するものと考えます。

　地域の皆様を中心に社協役職員一同力を合わせて取り組みますので、行政をはじめ民生児童委

員やボランティア、関係機関の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

基本目標１　交流する地域づくり
　重点課題　活動に参加する人を増やすこと

基本目標２　地域で支えあう仕組みづくり
　重点課題　楽しい居場所を作ること

　　　　　　災害時に命を守れる仕組みについて考えること

基本目標３　課題を解決する地域づくり
　重点課題　地域支えあい会議や地域懇談会で課題を抽出すること

　　　　　　個別支援での気づきを共有し連携すること

基本目標４　地域福祉の基盤づくり
　重点課題　法人後見制度について学ぶこと

　　　　　　財源を確保すること

重点
課題

基本
方針

令和３年度　一般会計予算

会費収入
9,700

寄附金収入
10 

受託金収入
75,720

貸付事業収入
750

人件費支出
215,396

事業費支出
63,043

事務費支出
16,200

貸付事業支出
1,500

返還金支出
50

分担金支出
100 

助成金支出
11,415

その他の支出
10 

固定資産取得支出
840

積立金支出
16,120

予備費支出
5,586

当期末支払資金残高
33,946

事業収入
3,855

負担金収入
5,520

介護保険事業収入
140,604

障害福祉サービス
等事業収入
5,890

補助事業等収益収入
5,310

助成金収入
140 

受取利息配当金収入
1,816

その他の収入
864

拠点区分間長期貸付金回収収入
1,000 

前期末支払資金残高
39,503

補助金収入
74,524

（単位：千円）

収　入
365,625
収　入

365,625
支　出

365,625
支　出

365,625

拠点区分間繰入金収入
419 拠点区分間繰入金支出

419 

拠点区分間長期借入金返済支出
1,000 

2
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３

花を通じて見守り活動
～花がつなぐ人と人～

歳末たすけあい募金
福祉活動助成 希望団体募集

～令和2年度事業内容(助成金の使途)～

　毎年見守り活動の一環として、例年7月に行っていまし

たが、コロナの影響により今年度は3月に行いました。

　この日を楽しみに待っておられ「毎年ありがとう」「き

れいな花やな、頑張って育てるね」と大変よろこんで笑顔

で受け取ってくださいました。

花を通じてお互い笑顔になる時間を過ごしました。

　木津川市社協では、当事者団体（社会福祉法人を除く）

に対し、歳末たすけあい募金の福祉活動助成団体を公募

しています。木津川市民で構成されている当事者団体が

行う事業のうち、他の補助金等を利用されていない事業

に対して、1団体あたり4万円を上限に助成します。（NPO

法人については上限2万円）

　審査につきましては、木津川市共同募金委員会の審査

会で審査して決定します。

＊「当事者」とは障がい児・者、独居高齢者、ひとり親世帯などです。

募集期間　6月30日（水）

募集内容　当事者の生活が良くなる事業

　　　　　地域住民が支え当事者と一緒に活動する事業

活動期間　令和3年4月1日～令和4年3月31日までの1年間

　申請に伴う書類は、木津川市社会福祉協議会各支所に備

えています。

＊ホームページからもダウンロードできます。

　詳しくはお気軽にお問合わせ下さい。（☎0774-71-9559）

・音楽ワークショップ、クリスマス会、交流会等

令和３年度　介護者交流事業年間予定 募金百貨店プロジェクト
協力店のご紹介

　在宅でご家族の介護をされている方。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！

内容：心身共にリフレッシュできること

申込み・問合わせ
木津川市社協　☎0774-71-9559　FAX0774-72-7690

募集

　平素はケアセンターハッピーコスモスへのご支援とご協力 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 コロナウイルスに負けず頑張
っています。どうぞ よろしくお願いいたします。

１．鶏むね肉の厚みが均等になるよう開いて前日に

　　塩麹に漬けておきます。

２．鶏むね肉をロール状に巻いて、中まで火が通る

　　まで蒸し器で蒸します。

３．冷めたら切り分けてお皿に盛ります。

４．玉ねぎ、人参、大葉を千切りにします。

５．マヨネーズとすし酢を合わせて、

　　４と合えて鶏肉の上にのせて出来上がり！

前日から塩麹に漬けているので柔らかく、

ご高齢の方でも食べやすいメニューです　　管理栄養士（山仲）

春のデイサービスの催し

ケアセンター
ハッピーコスモス

介護保険事業所
ファミリーサポート事業会員募集

「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。300名を越える会員さんが助け合って下さっています。　

第1回　6月10日（木） 

第2回　6月18日（金） 　9時～ 16時

第3回　6月28日（月） 　木津老人福祉センター

第4回　7月８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】６月３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

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）

⎫
｜
⎬
｜
⎭

木津東部 木津西部

加茂 山城

日　　　程 日　　　程

第1回

第2回

第3回

令和3年5月21日（金）

令和3年7月20日（火）

令和3年9月29日（水）

第4回

第5回

第6回

令和3年11月29日（月）

令和4年1月20日（木）

令和4年3月18日（金）

木津川市加茂町駅西1-4-3
☎0774-76-2226

⎛
⎝

⎞
⎠梶田石材店

寄付つき商品
・位牌式　墓誌石塔

・塔婆立　台石付

＊墓石の施工、墓地・墓石の移

転、その他石材彫刻の製造など

を承っています。多くの人に

とってかけがえのないお墓づく

りを通じて、少しでも人のお役

に立てればと思っています。

「先祖への恩返しが、
　　　　地域支援の輪」

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 ～
　　　　　　　土日祝は時給200円UP

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

スタッフ
訪  問  介  護

介護福祉士　　　　時給980円 ～
　　　　　　　　　日曜日休み

デイサービス介護職員

登録ヘルパー　　時給1,000円 ～
　　　　　　　　週１日勤務から  土日休み

訪　問　入　浴

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!

=お花見= 3/26 = 園　芸 =
利用者さんと一緒に

育てています!!

コスモスの

デイサービスで
提供しているメニューです

おひるごはん
塩麹鶏のロール蒸し しっとり

　　やわらか

ぽかぽか陽気に

つつまれて

ハッピーコスモス裏の

皿池周りを

散歩しました

おすすめポイント

材料　（２人前）
　鶏むね肉　　120ｇ
　塩麹　　　　小さじ1～ 1.5
野菜ソースの材料
　玉ねぎ　　　60g
　人参　　　　20g
　大葉　　　　2枚
　マヨネーズ　大さじ1
　すし酢　　　小さじ1/2

えんどう豆
もうすぐ収穫です

土の中で良く見えま
せんが
玉ねぎ すくすく…

お花見弁当

募集
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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

令和3年度社会福祉協議会会員加入のお願い
～安心して暮らせる福祉のまちづくりのために～

令和２年度社協法人会員（企業・団体・施設等）追加
（敬称略）

　社会福祉協議会は、住民の皆さまと一緒に、誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを目指して様々
な地域福祉活動を推進しています。

●一般会員　　　年額１口　1,000円

●賛助会員　　　年額　　　5,000円以上

●法人会員（企業、団体、施設等）　

　　　　　　　　年額　　　3,000円以上

●終身会員　　　　　　　　100,000円

会員の種類と金額

木津川市ボランティアセンター
木津川市ボランティア連絡協議会

問合せ
TEL.0774-72-9155

5月28日㈮13時30分～16時
（5月1日㈪から予約受付）

6月18日㈮13時30分～16時
（6月1日㈪から予約受付）

加茂ふれあいセンター

木津老人福祉センター

木津川市社協（☎0744-71-9559）

木津川市社協（☎0744-71-9559）

日　時 会　場 申込み・問合わせ

5月7日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-72-5532）木津老人福祉センター

6月4日㈮13時30分～16時 加茂支所（☎0774-76-4338）加茂ふれあいセンター

日　時 会　場 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人年間1回

　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

5月14日㈮
（5月6日８時30分から予約受付）

6月11日㈮
（6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
民生委員が
応じます。

（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。

お困り事がありましたら
ご相談ください。

・【公募】コラボ活動助成（新しい組み合わせをつくる）
　京都府内を主な活動エリアとする非営利団体で１年
以上の活動実績が必要です。
　ボランティアセンターに登録していない団体も対象
とします。
　お互いの強みを出し合い、地域課題の解決や価値創
造を目指すコラボレーション事業を応援します。
　複数の活動団体同士の協働によるコラボレーション事
業。
　１申請あたり上限20万円。自己資金10％以上。経常
経費は、除きます。
　　

ほっぷ（スタートアップ支援補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（設立から５

年以内）

　活動を始めたばかりのグループの立ち上げ期を応援

します。

すてっぷ（ボランティア活動継続支援補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（設立から６

年以上）

　中堅・ベテラングループの活動の（継続）を応援します。

　活動への補助。備品購入への補助。経常経費は、除き

ます。

令和３年度の京都ボランティアバンク補助金の申し込みが始まりました

山下叡子様…10,000円

蝦名正行様…チャイルドシート

石崎春男様…手作りの青竹踏み、ちりとり

西本願寺城南組仏教婦人会様…80,000円

NPO法人かもめ様…38,698円

こども食堂＠高の原様…食料品

その他、匿名で合計84,128円と野菜のご寄付がありました。

地域福祉活動、配食サービス食材料として活用させていただきます。

井筒屋商店　　（株）得輔

小間安　　　　西谷歯科医院

白亜庵　　　　芳兵衛　　　（五十音順）
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意
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ご
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付
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社協の活動は、住民の皆様の会費に
よって支えられています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

★交流する地域づくり ★地域で支え合う仕組みづくり

★課題を解決する活動づくり ★地域の基盤づくり

高齢者交流、世代間

交流、ふれあいサロ

ン活動、障がい児・

者のつどいなど　

住民参加型助け合い

サービス・配食サー

ビス・見守り活動・

ボランティア活動・

地域防災活動の支援

など

地域懇談会・団体懇

談会・各種相談事

業・ネットワーク会

議・協議体活動、認

知症カフェなど

地域福祉活動の担い

手育成・ボランティ

アの養成・福祉体験

学習の実施、広報誌

の発行など
じゃんぷ（ボランティア活動特別補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（１年以上の

活動実績が必要）

　ボランティアグループの新たな取り組み等を応援し

ます。

　新規事業。活動規模の拡張や充実。その他緊急度、必

要度が高いもの。

　経常経費は、除きます。

・【新設】サポート（地域課題支え合い補助金）
　ボランティアセンターの登録グループ（１年以上の

活動実績が必要）

　地域における支え合いが特に必要と考えられる課

題」・住民ニーズに対して寄り添う・解決を図るボ

ランティア活動を応援します。

　防災。担い手づくり。居場所づくり。生活支援。新型コ

ロナウィルス。（つながりづくり等）

申請は６月４日までにボランティアセンターへ、
ご提出お願いします。
【登録ボランティアグループ募集中】
　一緒にボランティア活動、啓発活動しませんか？
　締め切り：　６月末迄
※詳しくは、ボランティアセンター（72-9155）迄

世代を越え、様々な

人とふれあい交流を

しています。

お助け隊の寸劇で、

地域の支え合いを広

める活動をしていま

す。

見守りが必要な方に、

花苗を通じた見守り活

動を行っています。

ご近所でお互いに見守

り合える地域づくりを

目指しています。

　会員とは、社協の事業に賛同いただき、資金面から支えていただくサポーターです。社協

を応援していただき、地域福祉に参加するひとつの方法です。

木津川市社協だより

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
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
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