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ファミサポ夏祭り開催しました

　9月10月号きずなの善意のご寄付

の欄で、匿名を希望しておられま

したが誤って氏名の記載をしてし

まいました。深くお詫び申し上げ

ます。 編集委員一同

お詫び

　ファミリーサポートセンターが8月21日、木津老人福祉センターで「ファミサポ夏祭り」を3年ぶりに

開催しました。

　まかせて会員さん、中学生のボランティアの方にもお手伝いしていただき、総勢56名の参加がありま

した。コロナ禍の中ですが、換気、消毒、マスク等感染予防に十分注意して行いました。

　スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、スマートボール、輪投げ、デコパージュ工作、折り紙、だる

まおとし…たくさんのコーナーを1つ1つゆっくり巡って、思いきり楽しんでおられました。初めてお祭

りを経験したお子様もたくさんいて、キラキラした表情で、夢中になって遊んでおられる姿が印象的で

した。

11月17日㈭13時30分～16時
（11月1日8時30分から予約受付）

12月21日㈬13時30分～16時
（12月14日8時30分から予約受付）

笠置いこいの館　2階

精華町地域福祉センター
かしのき苑

笠置町社協（☎0743-95-2750）

精華町社協（☎0774-94-4573）

日　時 会　場 申込み・問合せ

11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

12月2日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

日　時 会　場 申込み・問合せ

申込み・問合せ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が相談に応じます。

■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。

11月11日㈮
（11月1日8時30分から予約受付）

12月9日㈮
（12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

相談に応じます。

（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。
・お住まいが木津川市、相楽郡内

であればどなたでもご利用いた

だけます。

お困り事がありましたらご相談
ください。

山本トキコ様…マスク、消毒用エタノール含浸綿

匿名で、なす、ゴーヤ、きゅうり、ピーマン、

ジャガイモ、米600ｋｇ、紙おむつのご寄付がありました。

地域福祉活動、配食サービスの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

木津川市ボランティアセンター 問合せ
TEL.0774-72-9155

開催時間　10時～ 16時
内　　容　①ボランティア活動の活動内容のパネル展示

　　　　　②モニターでの活動紹介

　　　　　③ボランティアの作品の販売

　　　　　④ボランティア関連の啓発冊子の配布

ボランティアグループ
パネル展

１１月２７日（日）
２８日（月）

イオンモール高の原
２F　平安コート

あなたが輝く
ボランティア活動を
探してみませんか？

仲間とともに環境美化
食育をとおしての居場所づくり

子育ての支援

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
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地域の公園をみんなできれいに
安心安全のまちづくり

　上狛南部の児童公園は、毎月6～10番区の皆さんが

交代で清掃を行っています。

　9月11日(日)は、朝8時から8番区の皆さんが清掃に

集まってくださいました。

　この日は山城交番の駐在さんも来られ、防犯対策

の呼びかけも行われました。

　地域の憩いの場を、みんなできれいに。

　顔が見える

関係を大切に、

安心安全のま

ちづくりをさ

れています。

地域支え合い活動紹介
山城 加茂

木津
東

木津
西 アイアイサロン

　アイアイサロンは、視覚障害者の方々が毎月第2金

曜日の午後に木津川市東部交流会館で交流や情報交

換を行われてるふれあいサロンです。

　今回のアイアイサロンは、自己紹介から始まり近

況報告や色々な情報交換などをされてました。活発

な話し合いが行われ、笑顔や笑い声もいっぱいの楽

しいふれ

あいサロ

ンでした。

手話を通して伝える想い
手話サークル「てのひら」

　手話サークル「てのひら」は創設33年目になるボ

ランティアグループで現在は24名が登録しており、

毎週活動を行っています。活動内容はDVDを使った学

習会やゲームをしながら手話を楽しむ交流会などを

しています。取材当日は夏季ボランティア体験学習

の参加者である小学生2名とその保護者も活動に参加

され、手話

で自己紹介

をする方法

や当事者の

生活の様子

を熱心に学

んでおられ

ました。

らららもか
川の学校㏌新川

　今回は夏のボランティア体験として、小学生４人

が「川の学校」準備の手伝い、河川のごみ拾いをし

ました。

　ごみを拾ったおかげできれいな新川になり、魚と

りのお手伝いではシジミやサワガニなどが捕れて、

素敵な笑顔を見

せてくれました。

　新川は自然が

豊かな川です。

自然の中で楽し

く遊ぶことがで

きました。

　9月9日（金）、長岡京記念文化会館で開催された第71回京都府社会福祉大会で下記の方々が表彰を受けられ

ました。

令和４年度社会福祉事業・ボランティア功労者知事表彰
　社会福祉事業貢献者
　　木津川市母子会

　ボランティア団体
　　・加茂音頭保存会　　　　・アンサンブルＨＡＮＡ　　　　　・調理ボランティア「プチトマト」

　　・おもちゃの図書館　　　・リーベドッグセラピー　　　　　・フェイシャルサロンMatorikaria

　　・ファンキーキャッツ　　・山城町ふるさと案内人の会　　　・虹

　　・子どもと教育を考える会「らららもか」

京都府社会福祉協議会会長表彰・感謝
　民生委員・児童委員特別功労者
　　花田　眞一　　　淺井　克悦　　　土家　秋子　　　新子　弘子　　　濱野加奈子

　　山本　享子　　　西岡　啓子　　　村田紀美子　　　岩崎　明子　　　井上　道治

　　花田　宜明　　　一庵　義彦　　　福島　祥子　　　平野貴久子　　　阪田　順子

　社会福祉事業特別功労者
　　原田　亘啓（社協）　　岩口　佳子（いづみ福祉会）　　大槻　　伸（いづみ福祉会）

　　早川　幸代（社協）　　西澤　佳代（社協）

　社会福祉協議会活動功労者
　　匿名2名

　ボランティア功労者
　　・ひばりカラオケサークル

　　・つかあな共助会

　　・ホッとサロン

　優良小地区社会福祉協議会
　　木津川市社会福祉協議会　市坂区支部

　社会福祉事業協力者
　　加藤　章善

京都府共同募金会会長感謝
　法人・団体寄付
　　・レンタル工房なごみ　　　・木津東部民生児童委員協議会　・木津西部民生児童委員協議会

　　・山城民生児童委員協議会　・木津川市役所職員一同　　　　・木津川市社会福祉協議会役職員一同

京都府社会福祉大会 受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます
（敬称略）

募集
　日ごろの疲れをリフレッシュし、また介護者同士の情報交換や交流の場としてもご活用ください。

日　時　11月22日（火）　9時30分～ 16時（予定）
行き先　信貴山観光ホテル（奈良県生駒郡三郷町）　　　　内　容　日帰り旅行（温泉、散策、会食）
持ち物　バスタオル　※ホテルでの貸し出し（有料）もあります。
参加費　2,000円　　　対象者　木津川市に在住し、在宅で介護をされている方
申込・問合せ　11月11日（金）締め切り　　木津川市社協　☎0774-71-9559

介護者交流事業のご案内 たまにはお出かけ リフレッシュ！
ふれあいひろばinかも開催

日　時　11月12日（土）10時～15時
　　　　※当日、京都府に緊急事態宣言が発令されている場合は中止となります。

場　所　恭仁京跡
内　容　青空野菜市・フリーマーケット・模擬店・ミニバザー・その他
主　催　加茂支部・瓶原支部・当尾支部・南加茂台支部

◆青空野菜市で販売する野菜や果物、米の提供を、また、ご家庭にある新品の

日用品、贈答品などをミニバザーへの物品提供にもご協力お願いします。

申込み・問合せ　木津川市社協　加茂支所　☎0774-76-4338
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ハッピーコスモスちゃん

募集 募集

募集

お願い　・キャンセルの場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
　　　　・配布会場入場の際は、マスクの着用をお願いします。

　　　　・持ち帰りの品物が多いため、可能な方は車でお越しください。

主　催　木津川市社協　　　協　力　フードバンク木津川（NPO法人　手をつないで）

　木津川市社会福祉協議会とフードバンク木津川は、物価高騰や新型コロナウイルスの影響で、

生活にお困りの方々を対象に無料で食料品及び生活必需品をご提供する「フードパントリー」

を実施します。

　この提供品は、歳末たすけあい募金と京都府からの物価高騰対策緊急生活支援事業からの補

助金で皆様に提供させていただきます。

　木津川市内にお住まいで、物価高騰や新型コロ

ナウイルスの影響で、生活にお困りの方で、食料

品及び生活必需品の配布を希望される方

※母子会より京都府家庭課支援事業の提供を受け

ていない方。

※配布当日に生活状況に関してのアンケートをさ

せていただきます。

申込期間　11月4日（金）～ 18日（金）
申 込 先　木津川市社協へ
　　　　　☎0774-71-9559かGoogleフォームでお

申込みください。

※提供品には限りがあり、先

着順で受付をしますので締

切が早まることがありま

す。

日　時　12月3日（土）　10時～ 12時
場　所　①平和堂アル・プラザ木津店（木津川市相楽城西15）
　　　　　2階地域コミュニティスペース

　　　　②木津老人福祉センター（木津川市木津川端19）

　　　　③加茂ふれあいセンター（木津川市南加茂台6丁目3）

　　　　④山城保健センター（木津川市山城町椿井北代102）

　　　　※申込時に①～④から1箇所、受け渡し場所をお伝えください。

木津川市内在住で経済的な事情でお困りの皆様へ

無料で、
食料品と生活
必需品を

お渡しします。

対　象 申込み

配布日時・場所

Googleフォームからの

申込みはこちら

　今年も、「歳末たすけあい募金」の配分事業としておせち料理をお届けします。希望される方は、

申込書を配達ボランティア又は各地域担当の民生児童委員にお渡し頂くか、社協窓口まで提出を
お願いいたします。

対象者　12月１日現在、木津川市在住で
　　　　①満75歳以上のおひとり暮らしの方
　　　　　又は
　　　　②配食サービスを利用している方（1世帯1個）
締切日　11月11日（金）
お届日　木津地域　12月22日（木）
　　　　加茂地域　12月27日（火）
　　　　山城地域　配食を利用している方：12月21日（水）
　　　　　　　　　配食を利用していない方：12月22日（木）
申込み・問合せ　木津川市社協　各支所
※真空パックでお届けします。重箱はついていません。

おせち料理申し込みのご案内
～ぬくもりとともにお届けします～

　「8050問題」「就職氷河期世代」「孤立・孤独問題」「生活困窮」など、ご家族だけで抱え込むと不安が

大きくなってきます。「見えない不安」を「見える課題」に整理し、安心して生きていくためのライフプ

ランを一緒に学びませんか。

日　時　12月12日(月)　14時～ 16時
場　所　木津老人福祉センター
　　　　オンライン・会場同時開催　会場限定20名
　　　　※コロナ感染状況により全てオンラインに切り替わる可能性があります。

講　師　薮内美樹氏（FPオフィスライフ・カラーズ代表）
　　　　限りある時間とお金をいかに有効活用するか、相談者の価値観や生き方に寄り添い、アドバイ

スから実行支援までをサポートしています。

申込・問合せ　12月5日（月）までに木津川市地域包括支援センター木津西までお申し込み下さい。
　　　　　　　☎0774-75-1294　FAX.0774-75-1295
　　　　　　　Mail　kizunishi_houkatu@outlook.jp

共　催　Lコネクト、木津川市地域包括支援センター木津西

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー

親なき後の生活に備える
マネープラン

参加無料
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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

ハッピーコスモスちゃん

ファミサポ夏祭り開催しました

　9月10月号きずなの善意のご寄付

の欄で、匿名を希望しておられま

したが誤って氏名の記載をしてし

まいました。深くお詫び申し上げ

ます。 編集委員一同

お詫び

　ファミリーサポートセンターが8月21日、木津老人福祉センターで「ファミサポ夏祭り」を3年ぶりに

開催しました。

　まかせて会員さん、中学生のボランティアの方にもお手伝いしていただき、総勢56名の参加がありま

した。コロナ禍の中ですが、換気、消毒、マスク等感染予防に十分注意して行いました。

　スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、スマートボール、輪投げ、デコパージュ工作、折り紙、だる

まおとし…たくさんのコーナーを1つ1つゆっくり巡って、思いきり楽しんでおられました。初めてお祭

りを経験したお子様もたくさんいて、キラキラした表情で、夢中になって遊んでおられる姿が印象的で

した。

11月17日㈭13時30分～16時
（11月1日8時30分から予約受付）

12月21日㈬13時30分～16時
（12月14日8時30分から予約受付）

笠置いこいの館　2階

精華町地域福祉センター
かしのき苑

笠置町社協（☎0743-95-2750）

精華町社協（☎0774-94-4573）

日　時 会　場 申込み・問合せ

11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

12月2日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

日　時 会　場 申込み・問合せ

申込み・問合せ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が相談に応じます。

■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。

11月11日㈮
（11月1日8時30分から予約受付）

12月9日㈮
（12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

相談に応じます。

（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。
・お住まいが木津川市、相楽郡内

であればどなたでもご利用いた

だけます。

お困り事がありましたらご相談
ください。

山本トキコ様…マスク、消毒用エタノール含浸綿

匿名で、なす、ゴーヤ、きゅうり、ピーマン、

ジャガイモ、米600ｋｇ、紙おむつのご寄付がありました。

地域福祉活動、配食サービスの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

木津川市ボランティアセンター 問合せ
TEL.0774-72-9155

開催時間　10時～ 16時
内　　容　①ボランティア活動の活動内容のパネル展示

　　　　　②モニターでの活動紹介

　　　　　③ボランティアの作品の販売

　　　　　④ボランティア関連の啓発冊子の配布

ボランティアグループ
パネル展

１１月２７日（日）
２８日（月）

イオンモール高の原
２F　平安コート

あなたが輝く
ボランティア活動を
探してみませんか？

仲間とともに環境美化
食育をとおしての居場所づくり

子育ての支援

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/

思いやり
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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
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