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木津川市社会福祉協議会 検索

令和３年度福祉ふれあいまつり
コロナに負けない新しいまちづくり

～つながりへの挑戦～

みんなの活動を発表しよう!

活動の写真やアピールポイントを大募集!

職　員　募　集！
社会福祉士（正規職員）若干名
・受 験 資 格　　　社会福祉士資格(令和4年3月資格取得見込み可)
　　　　　　　　  普通自動車免許
・給　料　等　　　196,132円（大卒初任基本給＋地域手当＋資格手当）他諸手当有
・採用予定日　　　令和4年4月1日（金）
・申 込 方 法　　　受験申込書に必要書類を添付の上、木津川市社会福祉協議会事務局へ提出。
　　　　　　　　  受験申込書、募集要項はホームページまたは事務局で。
・受 付 期 間　　　令和3年7月1日（木）～ 7月30日（金）(消印有効・郵送可)　　　　　　　　　
・申込先（問合せ）　木津川市社会福祉協議会（☎0774-71-9559）

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

【対　象　者】　木津川市在住・在学の小学生（4年生以上）～中学生

【申込み期間】　令和3年7月1日（木）～ 9日（金） 期日厳守

　　　　　　　（※定員になり次第、締め切りとなります。コロナウイルス感染拡大状況の場合は、中止になります。）

　　　　　　　土・日は、受付がありませんのでご注意ください。

【申込み方法】　ボランティア保険代100円（1名分）といっしょに下記の申込み先へ直接お持ちください。

　　　　　　　（※親子で体験される場合は保護者の保険は任意です。）

　　　　　　　（※例年は複数の申込ができましたが、今年度は1箇所のみの参加となっておりますので、注意し

てください。）

【参加方法】　現地集合・解散になっておりますので、時間に遅れないように、各自で直接体験場所までおこしください。

　　　　　　　※当日は、必ずマスクを着用し、こまめな手洗いをお願いいたします。大声の会話は、控えてください。

【申込み先】　木津川市社会福祉協議会（8:30 ～ 17:15）

　　　　　　　◎木津川市ボランティアセンター：木津川端19　木津老人福祉センター内（☎72-9155）

　　　　　　　◎本　　所:木津川端19　木津老人福祉センター内（☎71-9559）

　　　　　　　◎加茂支所:南加茂台6-3　加茂ふれあいセンター内（☎76-4338）

　　　　　　　◎山城支所:山城町椿井北代102番地　山城保健センター内（☎86-4151）

【問い合わせ先】　木津川市ボランティアセンター

【主　　　催】　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　　木津川市社会福祉協議会

【後　　　援】　木津川市教育委員会

夏季ボランティア体験学習／親子のボランティア作品体験教室～ぼくもわたしもできるかなぁ～

◎夏季ボランティア体験学習

特別企画
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　今年度の福祉ふれあいまつりは、例年のように模擬店やイベント等で集うことが難しいの
で、素敵な思いや活動を新たな形（SNS：インスタグラム）や各支所でのパネル展示等で発
信したいと思います。活動に共感すれば「いいね！」で投票。たくさんのいいね！がもらえ
た活動は10月9日（土）の福祉大会にて表彰されます！

募集期間

7月1日㈭〜8月13日㈮

公開期間

9月1日㈬〜10月9日㈯

体験ボランティア名

大正琴 琴音会

ゆう舞の会

さわやかコーラス

加茂の恩返し

サークル かもめ

手話サークル かたつむり

元気アップ介護予防サポーター やましろ

山城小助け隊（アッピー）

7/22㈭

7/30㈮

8/3㈫

8/10㈫

7/28㈬

8/5㈭

5名

5名

3名

5名

5名

2名

3名

・大正琴で簡単な曲をひけるように!?

・日本舞踊の体験

・歌を一緒に楽しむこと

・アルミ缶分別

・音楽体操、筋トレ、脳トレ

・通学路の草刈り

マスク着用、ハンカチ、
水筒（お茶）、筆記用具持参。

マスク着用、お持ちの方は、
浴衣一式、足袋。

マスク着用、ハンカチ、
水筒(お茶）、筆記用具持参。

マスク着用、水筒(お茶）、
ハンカチ持参。

マスク、長袖、長ズボン、
帽子着用、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
水筒(お茶）、筆記用具持参。

マスク、帽子着用、タオル、
軍手、水筒（お茶）持参。

マスク、運動可能な服装着用、
水筒(お茶）持参。

10:00～12:00

14:00～15:00

10:00～12:00

9:00～11:00

10:30～11:30

10:00～11:30

9:00～10:00

木津老人福祉センター２F

木津老人福祉センター２F

木津川台１丁目集会所

いづみ福祉会ワーキングセンター内

南加茂台公民館裏庭

加茂ふれあいセンター

アスピアやましろ

泉橋寺お地蔵さんの前

日　　程 体験場所及び集合場所 体験時間 定員 体験内容 持ち物

7/21～8/25
※8/13～15は、

お休み

7/27㈫
雨天時8/3㈫

10:00～12:00
または

13:00～15:00

1～2名/
1回当り

・障がい者のクラブ活動の支援
　（美術・ゲーム・カラオケ）
※お申込み日によって内容は、異なります

・簡単な手話（挨拶等）
・指文字で単語を表現など

◎親子のボランティア作品体験教室～ぼくもわたしもできるかなぁ～　この体験は、親子の参加です。
体験ボランティア名

創作ボランティア ゆらり

筆文字、絵手紙 スマイル

ペイントモモ

7/26㈪

7/26㈪

7/26㈪

5組

5組

5組

・バースデイカード作り（切り絵による）

・はがき作り（筆文字による）

・バスケット、ボックスにペイント

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

10:00～12:00

13:30～15:00

13:30～15:00

木津老人福祉センター

木津老人福祉センター

木津老人福祉センター

日　　程 体験場所及び集合場所 体験時間 定員 体験内容 持ち物

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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ふれあいひろばinかも　開催のお知らせ
　11月20日（土）、加茂ふれあいセンターで例年より規模を縮小して『ふれあいひろばinかも』を開催します。
青空野菜市で販売する野菜やお米の提供をどうぞ宜しくお願いします。詳細は次号に掲載します。

令和2年度　事業報告
　令和2年度を振り返ると、新型コロナウィルスに立ち向かった一年でした。しかし

感染を予防するための新しい生活様式を守りながら、自粛という名の在宅生活で孤

独にならないよう、「今だからこそできる事」を模索してくださる地域住民・ボラン

ティア・役員の方々に、木津川市の地域力の高まりを強く感じました。

　様々な活動の工夫としては、訪問してインターフォン越しに話す、電話で見守り訪問をするなどが

あり、配食は止められないと、調理・配達は感染予防を徹底して継続しました。自粛生活中の運動不足

解消の体操の動画配信は、「元気アップ体操」のご協力でいち早く行い、サロンの開催場所を畑や広場

に変えて行っていることは、京都府全域の研修会で取り上げられる先進事例となりました。

　また、国の対策であるコロナ特例貸付資金が、もともと委託を受けていた生活福祉資金貸付事業に

乗せられたことで、前年比約8倍の相談に対応しました。コロナウィルスの感染拡大により生活が大

きく変化して収入が減った方々に、関係機関と連携を取って資金の貸し付け事務を行いました。まだ

終わりが見えませんが、困窮される方の支えになれるよう取り組んでいます。

　相談支援事業以外にも介護保険事業や包括支援事業、福祉サービス利用援助事業、助け合いサービ

ス事業、ファミリーサポート事業など感染リスクの高い業務も多く、「感染しない・感染させない」た

めに様々な工夫を行いました。「職員又は同居家族等が新型コロナウィルス感染症に罹患あるいはそ

の疑いがある場合の対応について」のフローチャートを衛生委員会で作成し、これを確認しながら進

められたことは、職員の安心とともに感染予防の意識づけに役立ちました。

　通常とは全く違う令和2年度でしたが、役職員もご利用者も誰一人感染することなく無事に終了す

ることが出来ましたのは、住民の皆さま、ボランティアの皆さま、民生児童委員協議会、市行政をはじ

めとする関係機関の方々のご協力のおかげと、厚く御礼申し上げます。

重点課題１　支部活動の充実
　　それぞれの地域課題に応じ、支部長会などで情報交換をしながら取り組みま

した。支部ごとに使える社会資源に違いがある中、コロナの感染予防対策を徹底

して、つながりを絶やさないために活動を継続しました。

重点課題２　支え合い活動の創出
　　「地域支え合い会議」を軸に、圏域ごとの課題を解決する仕組みづくりに取り組み、支え合

い活動がスタートしました。

重点課題３　災害時の体制づくり
　　山城支所で「タイムライン」の作成を行った支部が、地域の中にある企業と一時避難場所の

協定を結び、研修を行いました。新しい形の防災対策として一つの指針となりました。

重点課題４　福祉活動の財源確保
　　新しく市内に店舗や事務所を構えられた企業様に対し、会員加入の促進に尽力しました。

しかし、全体の会費収入は減少しています。

重点課題５　職員の資質向上
　　新型コロナウィルス感染症という初めて出会った緊急事態の中、今しなければならないこ

とを一つ一つ確認しながら、地域の活動者の方々とも連携を取りつつ、知恵と力を合わせて

取り組んだことが財産となった年でした。災害時（地震・風水害・感染症）にも事業が継続でき

るよう「事業継続計画（BCP）」を作成できたことは、大きな成果と言えます。まだ続くコロナ禍

の中で、これまで以上に地域福祉に貢献できるよう、職員一人一人が自己啓発に努め切磋琢

磨します。

重点
課題別
報告

人件費支出
213,006
（57％）

支　出
369,568

収　入
369,568

事務費支出12,982（4％）

貸付事業支出 414

積立金支出 14,583
固定資産取得支出 1,286
その他の支出 10

次年度繰越金53,478（14％）会費収入9,681
（3％）

寄付金収入 495　貸付事業収入 934
事業収入 3,154　負担金収入 4,686
障がい福祉サービス等事業収入 5,733
補助金事業等収益収入 5,714
助成金収入 843　受取利息配当金収入 1,842
その他の収入 565

補助金収入
70,102（19％）

繰越金
50,413（14％）

受託金収入
79,019（21％）

その他
23,966（6％）

介護保険事業収入
136,387（37％）

事業費支出
62,294（17％）

返還金支出 1,835
分担金支出 53
助成金支出 9,627

その他
27,808（8％）

令和２年度　一般会計決算報告（単位：千円）

いきいきサロン様…125,101円　　木村政一様…将棋、囲碁セット

その他、匿名で現金23,000円と野菜、米、ワイヤレスマイク、高圧洗浄機をいた

だきました。社会福祉事業、配食サービス食材料として活用させていただきます。

善意のご寄付
ありがとう
ございました

7月16日㈮13時30分～16時
（7月1日㈭から予約受付）

8月11日㈬13時30分～16時
（7月28日㈬から予約受付）

山城保健センター

和束町社会福祉センター

木津川市社協（☎0774-71-9559）

和束町社協（☎0774-78-3312）

日　時 会　場 申込み・問合わせ

7月2日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

8月6日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-72-5532）木津老人福祉センター

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。

7月9日㈮
（7月1日８時30分から予約受付）

8月20日㈮
（8月2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。

総括

理　事　馬　　泰子　　田中　敬士　　林　　知子　　藤本　　進　　三村　俊雄　　尾﨑　忠教
　　　　川口　和彦　　原田　亘啓　　井上　道治　　久保　恭子　　行衛　　満　　一庵　義彦
　　　　山村　　弘　　中島　英一　　森本　通徳　　井上　篤子　　森本　純子　　大西　寛典
監　事　髙瀬　哲也　　大西　　茂
評議員　南　　隆幸　　濟藤　亮盛　　田中　良典　　吉村　　隆　　髙月　崇司　　兎本　久和
　　　　松井　康次　　尾崎　嘉幸　　藤井　千賀　　福岡　一美　　松本也寿子　　辰巳　　潤
　　　　松本憲三郎　　破石　俊夫　　西本　俊明　　橋本　清司　　高嶋　良幸　　三船　美香
　　　　石井　喜弘　　平野多喜夫

令和３年度新役員のご紹介 （順不同・敬称略）
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　11月20日（土）、加茂ふれあいセンターで例年より規模を縮小して『ふれあいひろばinかも』を開催します。
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木津西発 元気project

　京都山城総合医療センターと木津川市地域包括支援センター木津西

の専門職が総力を挙げて、健康増進とゆるやかな繋がりの継続を目的

として木津西圏域の健康課題に特化したトレーニングドリルを作りま

した。包括支援センター他、サロンなどでも配布しています。

“ご自身”や“友”の健康増進のために、是非ご活用下さい！

　広報きずな3・4月号で案内をして、27名の方がボランティア登録してい

ただきました。

　チラシ配り、食品の仕分け作業、フードドライブの見守り等活動中です。

　フードドライブのご協力をいただいている企業は現在4か所。その他社

協各支所でも受け付けています。（詳細は下記）

　4月の活動で334点の食品が集まり、12団体へ提供することができまし

た。ありがとうございました。

　引き続き私たちと一緒に活動してくださるボランティアを募集しています。

フードバンク木津川活動中

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー

大雨の時「いつ」「どこに」「だれと」避難する？ ～椿井区　避難行動タイムライン作成～

恭仁京ゆめ倶楽部 笑顔！元気！！なかよし♪
どんなときでもつながり続けるために～

新型コロナウイルス感染症の拡大により、社
会活動に規制が入り、家にこもってしまう高齢者が増
えてきています。私たちの「ふだんのくらし」が失わ
れつつありますが、お互いの暮らしを気にかけあい、
支えあっています！できることをみんなで考え、支え
合える地域つくりを目指しています。

・元気アップ体操

・木津川アート芸術家

さんの作品を見なが

ら瓶原をみんなで再

発見！

・雨の恭仁京(^^♪の

歌を聴きながら♪
マスクをしていても『心』
までマスクはしないわよ

　やすらぎ苑で、毎週火曜日に行われている
元気アップ介護予防サポーターなかよしサロン。
感染予防をしながら、筋トレ、脳トレ、ストレッチなど
をされています。

「このサロンで体操するようになって歩けるようになっ
てんよ。」「一人で家でいてると、気持ちが暗くなる。み
んなと会えて楽しい♪」と、笑顔で話してくださるのは
地域のみなさん。

元気な４人組のサロンサポーターさんも、
「お手本になろうと思うと、自分自身もしっかり維持し
ていこうと思う」「力をいただいている！」とのこと。
黄色いサポーターＴシャツの背中には「しあわせやって
くるよ」の笑顔の文字。ニコニコ輪が広がっています。

　椿井支部では、2月より自主防災会や民生委員、地域のお寺の総代さ

ん、危機管理課と共に、水害時の避難行動について話し合い、浸水しな

い場所にある3つのお寺が、地域の避難所として開放してくださること

になりました。日頃からの声

かけや支え合いを通じて、大

雨の季節も安心して暮らせる

地域づくりをされています。

「避難行動タイムライン」

は、近々配布の予定です。

加茂 山城

木津
西

木津
東

地域支え合い活動紹介

「元気体操 くつろぎカフェ」と
「地区の見守り活動」

　大里会館にて第1・第3水曜日に集まっています。元
気アップ体操が主体です。
　くつろぎカフェは残念乍ら只今自粛中。
　大里区のスタッフさんは藤色、元気アップ体操のス
タッフさんはえんじ色とユニフォームを揃え頑張って
おられます。
　マスク着用でソーシャルディスタンスを保ちつつ、
時折笑い声も起こる中で楽しく体操、脳トレです。
　大里区の有志の方が3月に「お雛様」4月は「兜」を
作って下さいました。コロナ禍でなかなか集まれない
中、見守り活動の一環で、大里地区内の配食利用者さ
ん、元気体操に参加の方にとお渡しています。季節を
感じることが出来ると大
変喜ばれています。

企業が取り組む
様々な形の地域づくり！
　木津川の堤防沿いにあるMDプレス工業
では、住民の方がゆっくりと一息つくこ
とができる場所を開設しています。もと
もとは職員だけで使用していたスペース
を何か地域のために役立てることができ
ないかという従業員の発案で、改築工事
を経てこの春からオープンしました。今
はまだ利用する人は少ないですが、魅力
的なイベントも行い、少しずつ参加者も
増えてきています。
　現在、木津東部圏域では他
の圏域と比較して多くの企業
が地域の見守りに尽力し、社
協が募集している見守り隊加
盟店にも約50の企業に登録し
て頂いています。このように
企業が地域づくりへ高い関心
を寄せている木津東部圏域に
おいて、新たな企業主体の地
域づくりの形として注目して
います！

4月24日（土）
恭仁小学校講堂

TOMONI
～あなたと友（伴）に、健康と共に～

こ
の
の
ぼ
り
が
目
印
で
す
。

・グルメシティ　　　　　　 　毎月第2週または第3週の月曜日～次週日曜日　営業時間内

・プラント　　　　　　　　 　常設　　　　 営業時間内

・ハーベス　　　　　 　　　　第2火曜日　　10:00～15:30

・フレンドマート　　 　　　　第2水曜日　　10:00～15:30

・社協木津・加茂・山城支所　 常設 　　　　 8:30～17:15　

問合わせ先
フードバンク木津川
・NPO法人手をつないで
　　☎0774-74-8893
・木津川市社会福祉協議会
　　☎0774-71-9559

フードドライブ開催場所

大里区

フードドライブとは？
ご家庭で余っている食品を持ち寄っていただ

き、フードバンクにご寄付いただく活動のこ

とです。

グルメシティ プラント ハーベス

フ
レ
ン
ド
マ
ー
ト
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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年度福祉ふれあいまつり
コロナに負けない新しいまちづくり

～つながりへの挑戦～

みんなの活動を発表しよう!

活動の写真やアピールポイントを大募集!

職　員　募　集！
社会福祉士（正規職員）若干名
・受 験 資 格　　　社会福祉士資格(令和4年3月資格取得見込み可)
　　　　　　　　  普通自動車免許
・給　料　等　　　196,132円（大卒初任基本給＋地域手当＋資格手当）他諸手当有
・採用予定日　　　令和4年4月1日（金）
・申 込 方 法　　　受験申込書に必要書類を添付の上、木津川市社会福祉協議会事務局へ提出。
　　　　　　　　  受験申込書、募集要項はホームページまたは事務局で。
・受 付 期 間　　　令和3年7月1日（木）～ 7月30日（金）(消印有効・郵送可)　　　　　　　　　
・申込先（問合せ）　木津川市社会福祉協議会（☎0774-71-9559）

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

【対　象　者】　木津川市在住・在学の小学生（4年生以上）～中学生

【申込み期間】　令和3年7月1日（木）～ 9日（金） 期日厳守

　　　　　　　（※定員になり次第、締め切りとなります。コロナウイルス感染拡大状況の場合は、中止になります。）

　　　　　　　土・日は、受付がありませんのでご注意ください。

【申込み方法】　ボランティア保険代100円（1名分）といっしょに下記の申込み先へ直接お持ちください。

　　　　　　　（※親子で体験される場合は保護者の保険は任意です。）

　　　　　　　（※例年は複数の申込ができましたが、今年度は1箇所のみの参加となっておりますので、注意し

てください。）

【参加方法】　現地集合・解散になっておりますので、時間に遅れないように、各自で直接体験場所までおこしください。

　　　　　　　※当日は、必ずマスクを着用し、こまめな手洗いをお願いいたします。大声の会話は、控えてください。

【申込み先】　木津川市社会福祉協議会（8:30 ～ 17:15）

　　　　　　　◎木津川市ボランティアセンター：木津川端19　木津老人福祉センター内（☎72-9155）

　　　　　　　◎本　　所:木津川端19　木津老人福祉センター内（☎71-9559）

　　　　　　　◎加茂支所:南加茂台6-3　加茂ふれあいセンター内（☎76-4338）

　　　　　　　◎山城支所:山城町椿井北代102番地　山城保健センター内（☎86-4151）

【問い合わせ先】　木津川市ボランティアセンター

【主　　　催】　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　　木津川市社会福祉協議会

【後　　　援】　木津川市教育委員会

夏季ボランティア体験学習／親子のボランティア作品体験教室～ぼくもわたしもできるかなぁ～

◎夏季ボランティア体験学習

特別企画
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　今年度の福祉ふれあいまつりは、例年のように模擬店やイベント等で集うことが難しいの
で、素敵な思いや活動を新たな形（SNS：インスタグラム）や各支所でのパネル展示等で発
信したいと思います。活動に共感すれば「いいね！」で投票。たくさんのいいね！がもらえ
た活動は10月9日（土）の福祉大会にて表彰されます！

募集期間

7月1日㈭〜8月13日㈮

公開期間

9月1日㈬〜10月9日㈯

体験ボランティア名

大正琴 琴音会

ゆう舞の会

さわやかコーラス

加茂の恩返し

サークル かもめ

手話サークル かたつむり

元気アップ介護予防サポーター やましろ

山城小助け隊（アッピー）

7/22㈭

7/30㈮

8/3㈫

8/10㈫

7/28㈬

8/5㈭

5名

5名

3名

5名

5名

2名

3名

・大正琴で簡単な曲をひけるように!?

・日本舞踊の体験

・歌を一緒に楽しむこと

・アルミ缶分別

・音楽体操、筋トレ、脳トレ

・通学路の草刈り

マスク着用、ハンカチ、
水筒（お茶）、筆記用具持参。

マスク着用、お持ちの方は、
浴衣一式、足袋。

マスク着用、ハンカチ、
水筒(お茶）、筆記用具持参。

マスク着用、水筒(お茶）、
ハンカチ持参。

マスク、長袖、長ズボン、
帽子着用、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
水筒(お茶）、筆記用具持参。

マスク、帽子着用、タオル、
軍手、水筒（お茶）持参。

マスク、運動可能な服装着用、
水筒(お茶）持参。

10:00～12:00

14:00～15:00

10:00～12:00

9:00～11:00

10:30～11:30

10:00～11:30

9:00～10:00

木津老人福祉センター２F

木津老人福祉センター２F

木津川台１丁目集会所

いづみ福祉会ワーキングセンター内

南加茂台公民館裏庭

加茂ふれあいセンター

アスピアやましろ

泉橋寺お地蔵さんの前

日　　程 体験場所及び集合場所 体験時間 定員 体験内容 持ち物

7/21～8/25
※8/13～15は、

お休み

7/27㈫
雨天時8/3㈫

10:00～12:00
または

13:00～15:00

1～2名/
1回当り

・障がい者のクラブ活動の支援
　（美術・ゲーム・カラオケ）
※お申込み日によって内容は、異なります

・簡単な手話（挨拶等）
・指文字で単語を表現など

◎親子のボランティア作品体験教室～ぼくもわたしもできるかなぁ～　この体験は、親子の参加です。
体験ボランティア名

創作ボランティア ゆらり

筆文字、絵手紙 スマイル

ペイントモモ

7/26㈪

7/26㈪

7/26㈪

5組

5組

5組

・バースデイカード作り（切り絵による）

・はがき作り（筆文字による）

・バスケット、ボックスにペイント

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

マスク着用、ハンカチ、
ティッシュ、水筒（お茶）持参。

10:00～12:00

13:30～15:00

13:30～15:00

木津老人福祉センター

木津老人福祉センター

木津老人福祉センター

日　　程 体験場所及び集合場所 体験時間 定員 体験内容 持ち物

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

6


