
ハッピー
コスモスちゃん

木津川市社会福祉協議会 検索

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

皆で買い物へ行こう！

　12月16日施設支援ボランティアグループの「白

ゆり会」が下記の4施設に雑巾やおしぼり等を寄

贈されました。

・相楽療育教室　・相楽デイセンター

・木津芳梅園　・ケアセンターハッピーコスモス

　合計　雑巾180枚　おしぼり40枚　ウエス1箱

白ゆり会の活動報告
対　象　ボランティア活動中に発生した事故、ボラ

ンティア活動の結果に起因する事故、活動

に伴って占有・使用・管理する保管物の損

壊などに適応されます。また、対象とならな

いボランティア活動もありますのでご了承

ください。詳しくは、ボランティアセンター

までお問合せください。

※お願い…郵便局の振込みサービスの改正に伴い振

込時に手数料が発生することになりました。ボラ

ンティアセンターに登録がない団体については保

険料（ボランティア保険、福祉行事保険）を払いこ

んでから、払い込みの事実が確認できるもののコ

ピーをご持参ください。（振込みの用紙は、ボラン

ティアセンターでお渡しできます。）

令和4年度ボランティア保険受付開始
３月１日から

場　所　ふれあいセンター（南加茂台6丁目3番地）

変更前　毎月第2・4　火曜日　10時～正午

変更後　毎月第2・4　木曜日　10時～正午

※詳しくは、毎月発行される市広報紙“きづがわ”

の福祉と暮らしの子育てカレンダーで、ご確認

ください。

おもちゃの図書館の開催日の変更に
ついてのお知らせ　令和４年４月より

3月15日㈫13時30分～16時
（3月2日㈬から予約受付）

4月13日㈬13時30分～16時
（4月1日㈮から予約受付）

笠置町役場

和束町社会福祉センター

笠置町社協（☎0743-95-2750）

和束町社協（☎0774-78-3312）

日　時 会　場 申込み・問合せ

3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

4月1日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

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。

3月11日㈮
（3月1日８時30分から予約受付）

4月8日㈮
（4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

どなたでもご利用いただけま

す。

お困り事がありましたら
ご相談ください。

スイーツサロンで楽しい時間を
過ごしましょう
スイーツサロンで楽しい時間を
過ごしましょう 子連れ参加も大歓迎★子連れ参加も大歓迎★
日　時　3月11日(金)　14時～15時　ホワイトデースイーツ

　　　　4月15日(金)　14時～15時　和菓子

場　所　加茂支所3階　いばしょホール

費　用　500円(スイーツと飲み物付)

人　数　15名(申込み先着順)

申　込　NPO法人手をつないで

　　　　☎090-1752-8037（川崎）

締　切　3月は3月7日 、4月は4月10日

 加茂圏域支え合い会議で地域の課題としてあがっていた買い物について、支え合い委員のみんなでボ

ランティアグループ「かものはし」を立ち上げ12月より買い物ツアーを実施しています。

　車に乗ることができず、スーパーに行くことが難しくなった高齢者に対して買い物ツアーを実施する

ことで、地域の中での繋がりをつくり、また外出することで社会と繋がりを持って、住み慣れた地域で

住民同士が支え合って生活していけるようにすることを目的としています。

　参加者は今のところ少ないですが、参加された方からは「実際にスーパーに行って買い物できるので

うれしい」や「こんな活動がありよかった」という声を聞かせてもらいました。

　買い物ツアーに関しての問合せは、木津川市社協　加茂支所（☎0774-76-4338）まで

※支え合い会議とは…民生児童委員、老人クラブ、ボランティア、地域長会などの各代表や地域包括支援センター、行政、

社協などがメンバーとなり、地域の支え合い・助け合い活動を推進しています。木津川市では、木津東部・木津西部・

加茂・山城の4つの圏域ごとに地域課題に向き合い、新たな取り組みを進めています。

木下昭夫様・・・米60kg
その他、匿名で現金合計42,592円、

野菜、米をいただきました。

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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(木津) （株）ドリームプラス　ハーモニー セブンイレブン州見台1丁目店
アイハウスかせやま （株）南都銀行 木津支店 セブンファーマシーくにみ台店
あさの内科クリニック （株）二条丸八 セブンファーマシー木津南店
朝日印刷（株）京都クリエイティブパーク （株）ハーフ・センチュリー・モア 高瀬会計事務所
朝日新聞サービスアンカーASA木津 （株）平和堂ガーデンモール木津川 高橋商事（株）
アサヒ自動車（株） （株）PLANT木津川店 たけもとクリニック
アミターバー （株）三桝嘉七商店 タツタ電線（株）
アライの森(株) （株）モリタ電化 智基
イオンモール高の原 （株）モンスイユ関西支社 通所介護　芽吹
いさじ医院 カミテックス　コーポレーション ツチダ内装工芸
磯矢硝子工業(株) 河村医院 つなもと医院
一心堂 かんでんライフサポート（株）ローズライフ高の原 徳山文明堂（株）

（医）飯田医院 吉川医院 （同）ふげんじや社会福祉ネット
（医）ふるかわ医院 木津駅前接骨院 トーホー電子（株）
（医）晃和会　いとうクリニック 木津化成工業（株） とみやま米穀店
（医）広和会　山下医院 ギフトプラザみぞはた トヨタカローラ京都（株）
（医）豊田耳鼻咽喉科医院 きむら歯科 都らいぶアビック　梅美台店
（医）長井小児科医院 ギャラリーカフェ人と木 内藤歯科
（医）松森医院 きゅうまウイメンズクリニック 中岡鋼材（株）
いろは動物病院 共栄製茶（株）京都テクノセンター 中島整形外科
エイコー有限会社 京都ダイハツ販売（株）木津川店 中村屋　梅美台
永栄工業（株） 京都中央信用金庫　木津支店 長澤歯科医院
NPO法人オープンスペース　ぽらりす 京都トヨタ自動車(株)木津店 奈々
MDプレス工業（株） 京都トヨペット木津川台店 ナニワ商事（株）
大倉畳店 京都日産自動車(株)木津川台店 西歯科クリニック
岡嶋印刷所 京都やましろ農業協同組合 西本印刷（株）
オムロン(株)京阪奈イノベーションセンター 京和商会薬品（株） 橋本医院
学研ドリーム・インタナ くにみ台薬局 はたけやま薬局
カフェ・リリック ケアポート梅美台 ハート薬局

（株）浅田自動車工業 小石眼科医院 華クリニック
（株）アセット・ユーズ 小出医院 濱名一義税理士事務所
（株）小河商店 小堤医院 ヒラノテクシード木津川工場
（株）カインドライフ コーナン　木津店 福岡織布（株）
（株）関電アメニック ごとう耳鼻咽喉科 （福）木津芳梅園
（株）京一屋 小林モータース（株） （福）三福福祉会　きはだの郷
（株）京都銀行　木津支店 駒自動車工業（株） （福）相楽福祉会相楽デイセンター
（福）京都山城福祉会 五丁目パン工房　ほたはる （福）楽慈会　西木津ぬくもりの里
（株）きんでん京都研究所 西念寺 （福）楽慈会　幼保連携型認定こども園　藍咲学園
（株）駒食品店 saleya （福）老竹会　梅美台こども園
（株）サンシャインコート　京都木津川 シャディ　サラダ館　木津店 福田歯科医院
（株）タカゾノリーブス シェフナカギリ 藤原建設（株）
（株）トータルヘルスデザイン 進研ゼミ・エスト 藤原歯科クリニック

令和３年度 社協法人会員（企業・団体・施設等）一覧（敬称略）
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ブルグ藪内二号館 （株）美加ノ原鈑金塗装 （山城）
ヘアーステーショングループ （株）山村工業 （医）柳澤診療所
平城公益（株） 加茂町高齢者福祉センター （医）若菜医院
訪問看護ステーションいずみ 岩船寺 NPO法人きづがわ福祉会
保険調剤メイプル薬局 喫茶相楽 大西歯科医院
星野歯科クリニック 木津川道路（株） 岡田鉄筋工業（株）
松吉皮膚科 京都宇治ボーイズ　ペガサス 小沢医院
美加ノ原カンツリークラブ 京都中央信用金庫　加茂町支店 金本モータース
ミズホテクニカルラボ 京都ドッグトレーニングセンター (株)福寿園

（名）光橋商店 小西歯科 （株）ミツワ製作所
山口基樹司法書士事務所 小間安老舗 (株)南京都清掃社
やました小児科医院 サンフレッシュ 近物レックス（株）南京都営業所
山城合同自動車（株） 沢井建設（株） 京阪奈電気工事(株)
やましろレストラン 島川商店 小嶋織物(株)

（有）サンクチュアリ 浄瑠璃寺 （福）京都ライフサポート協会　工房グリーンフィールド
（有）京都祭典ブルームホール 相楽生コン販売（株）　加茂支店 （福）京都ライフサポート協会　横手通り43番地「庵」
（有）駒鉄工所 大芳（株） （福）楽慈会　山城ぬくもりの里
（有）植山重機整備 大力建設 （福）楽慈会　涌出ぬくもりの里
ゆるりねっこわーく（株） たつやま（ウェーブ） 城南青果

（有）森菊鉄工 塚穴会 鈴木商事(株)
リハビリデイサービス　ルミナス木津川 津山織物（株） 相楽土木建設(株)
レンタル工房なごみ（株） デイサービスセンターみかのはら 高畠設備
ロート製薬（株）ロートリサーチビレッジ京都 永井食料品店 武田会計事務所
和牛ダイニング桜 ながもサロン たなくら整骨院
わたなべ歯科クリニック 南加茂台薬局 東洋タクシー(株)

西谷歯科クリニック ナカショウ関西(株)
（加茂） （福）いづみ福祉会 藤本商店（株）
石井製畳 （福）楽慈会　加茂ぬくもりの里 丸寿青果（株）
いずみ空調設備 三重中央開発（株） ミタニ薬局
いのうえ歯科クリニック 山崎内装工業（株） モリムラ
井上石油店 （有）丸一村井商店 山口鉄工建設（株）
イマニシ新聞サービス （有）吉忠自動車 (有)三吉屋
NPO法人　手をつないで ラーメンとの (有)森川製作所
小川医院 ルナホール (有)山口縫製
お料理やまもと 若トラ 和束運輸(株)
海住山寺 （五十音順）
カド(株) 令和４年１月 31 日現在　

（株）あぐり翔之屋
（株）阪田モーター商会
（株）高橋商事木津東給油所
(株)南都銀行　加茂支店

（株）松田木材

ご協力
ありがとうございました。
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加茂圏域で介護予防啓発を瓶原地域で実施！

参加者
募集

令和４年も元気に活動開始！
山城町で見守りのお弁当をお届けして４０年

ほのぼの会☆サンタさん登場！
　　楽しいクリスマス会
　　　　　  ☆ありんこくらぶ☆

2年ぶりの再会！
独寿会おしゃべり会

木津川市社会福祉協議会兜台区支部
世代間交流事業開催

“くにっこ米”頂きました。ありがとうございました。 親子向け体験型防災訓練のご案内

　65歳以上の独居高齢者で組織されている独寿会
では、令和元年冬の活動を最後に新型コロナウイ
ルスによって活動を休止していました。今年も夏
に行われる総会を取りやめ、暑中見舞いを出した
ところ多くの方から返信があり、皆さんが集いた
いという気持ちを持っておられることを強く感じ
ました。
　そして、今回のおしゃべり会では15人の方が集
まり、再開の喜びを分かち合いました。包括支援
センターの方から認知症についてのおはなしもあ
り、食事の大切さや生活習慣の見直し、認知症の
方に対する接し方などを学びました。その後は、
歓談タイムを挟んで今後の活動について話し合い、
またの再開を誓っ
て解散となりまし
た。
　来年は少しでも
活動の機会が増え
ることを願ってい
ます。

◇支え合い兜台　祈　コロナ収束「第7回　とんど焼き」
　令和4年1月16日（日）2年ぶりに高の原小学校グ
ラウンドにて「とんど焼き」を開催しました。子
どもたちが書初めを、各ご家庭からしめ縄などを
持ち寄り400名以上の方々で賑やかにスタートしま
した。
　8時に兜台区支部 田中良典支部長の献酒。続い
て、木津川市 河井規子市長、木津川市社協 田中
敬士木津支所会長、京都府身体障害者団体連合会 
福山哲郎会長の挨拶がありました。来賓の皆様で
無病息災を祈願後、点火。火は勢いよく燃え上が
り、コロナ退散を集まった皆様で祈りました。風
は殆どなく、山城地区の竹のポンポンいう破裂音
を背に、煙は真っ
すぐに昇っていき
ました。
　最後に焼き芋を
焼いて参加者に持
ち帰ってもらいま
した。

　ありんこくらぶは、毎週金曜日の10時～12時に
加茂ふれあいセンターで開催されています。
　夏は水遊びをしたり、秋には遠足をしたりと季
節ごとにイベントを企画されていてみんな笑顔で
楽しんでいます。12月はお楽しみのクリスマス
会。サンタさんが登場し、絵本を読んでくれまし
た。お待ちかねのプレゼントタイムでは、ひとり
ひとり名前を呼んでもらいプレゼントを手渡しで
もらっていました。
　加茂地域の
みではなく木
津地域からの
参加も増えて
きてにぎわっ
ています！

　午前11時、山城保育園
の園庭で遊ぶ園児に見送
られながら、2台の車が
出発します。
　月～金曜日までライフ
サポート協会さんが作ら
れたお弁当を、二人一組
で高齢者のお家へお届けしています。
　水曜日は、山城地域の夕食配食サービスの日で
す。山城保健センターでほのぼの会の調理班が季
節の味わいを取り入れて、心のこもったお弁当を
作ってくださり、センター内は美味しい匂いが漂
います。夕食のお弁当も、ほのぼの会の配達班が
お届けしています。

　ほのぼの会では、食を通じて小さな変化に気づ
く見守りを行っています。一緒に活動していただ
ける方を募集しています。

問合せ　山城支所　☎0774-86-4151

　瓶原地区、恭仁小学校の児童のみんなが一生懸命
頑張って作って下さったもち米は、社協の配食サー
ビス「お元気弁当」の炊きおこわ（お赤飯）に使わ
せていただきました。
　配食ボランティアさんが、地域の高齢者のお宅へ
見守りを兼ねて、お届けしました。とっても喜んで
いただきました。“もちもち”“ふかふか”美味し
いおこわ　子供達の温かい気持ちに感謝！！

日　時　3月26日（土）10時～11時
内　容　子どもがもしもの時に自分で自分

のいのちを守る方法を防災士が体
験型でお知らせします。

場　所　いずみホール
定　員　15名程度
参加費　大人200円　子ども100円
申込み　子育てママのつながるBOSAI
　　　　川﨑（☎090-4295-1223）

　ケアセンターハッピーコスモスでは、公
益財団JKAの補助整備事業により、新型コ
ロナ感染予防対策として、下記機器をご支
援いただきました。
　　① スタンド型非接触体温計　　　2台
　　② 自動水栓機器　　　　　　　3ヵ所
※従業員出入口（2ヵ所）および 洗面所の
感染予防対策に活用しています。

第6回　介護者交流事業
　日ごろの疲れやストレスを一
緒に癒しましょう！

日　時　令和4年3月18日（金）
　　　　10時～ 15時
内　容　寄せ植え・一年の振り返り
場　所　木津老人福祉センター　　 
参加費　500円
対象者　木津川市に在住し、在宅で介護を

されている方
締切り　令和4年3月4日（金）
問合せ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

　12月11日（土）、恭仁京ゆめ倶楽部クリスマス会が開催され、恭仁小学校講堂に瓶原地域の住民の方々
99名がご参加されました。
　当日のプログラムのひとつとして、地域包括支援センターから“悪質商法の注意喚起”と“回想法”に
よる介護予防啓発を実施しました。この回想法では、映像を交えて丑年（うしどし）の出来事や流行語、
流行歌等を振り返り、「この年に瓶原に来てん」や「あの頃を思い出して懐かしかったわー」といった参
加者の声が聞かれ、皆さんひと時、当時の自分に戻っていました。

木津川市社協　子育て支援動画配信！
　子育てのイライラシチュエーションを、言葉の言い換えでハッピーチェンジ！3月1日(火)より配信します。
　子育て中の皆さん、いつもお疲れ様です。子育てはなかなか思い通りにいかないですよね。思わず大きな声で
叱ったり怒ったり感情的になりますよね。イライラしてきつい言い方で叱っていませんか？イライラシチュエー
ションを言葉の変換で少しハッピーにチェンジできるかもしれません。
　この動画がみなさんのお役に立てればうれしいです。

　木津川市身体障害者団体連合会ではボ
ッチャの体験会の参加を募集されていま
す。ボッチャは性別、年齢問わず誰でも
気軽に競技に参加できるニュースポーツ
としてパラリンピックの正式種目にも採
用されています。共生社会の実現を目指
し、障がいのある人への理解を深める機
会となるよう多くの人の参加をお待ちし
ています。

日　程　令和4年4月16日（土）
　　　　13時30分から
場　所　木津老人福祉センター
参加費　無料　
問合せ　木津川市身体障害者団体連合会
　　　　井上　篤子（☎0774-76-2962）
　　　　奥村　勇　（☎0774-72-5216）
※飲み物は各自ご用意ください。
※動きやすい服装でお越しください。

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー

加茂 山城
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木津川市社協子育てハッピーチェンジ で検索！

参加者
募集

ニュースポーツ「ボッチャ」
体験会のお知らせ 　新型コロナウイルスの影響で地域のつどいやイベントの

自粛など、この2年間私たちの生活も大きく変わりました。
　今年は2年ぶりにつどいを開催し、皆さんと再会をしたいと思いま
す。密を避けながらオンラインでボランティアさんとの交流を楽しみ
ませんか。皆さんの参加をお待ちしています。

日　時　令和4年3月13日（日）10時～12時
場　所　木津老人福祉センター（定員30名）☎0774-71-9559
　　　　加茂ふれあいセンター（定員30名）☎0774-76-4338
　　　　山城保健センター　　（定員50名）☎0774-86-4151

オンラインで自宅からでも参加できます。事前にZoomアプリ
のダウンロードが必要です。

内　容　Zoomの使い方体験とボランティアさんとの交流
対象者　市内にお住まいの障がい児・者と家族
参加費　無料
申込み　最寄りの開催場所（社協各支所）
　　　　※必ず事前に申込みをお願いします。自宅から参加の方はメ

ールアドレスも必要です。
締切り　3月7日（月）
　　　　当日は検温やマスクの着用等の感染予防対策をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。
中止の場合は社協ホームページでお知らせします。

参加者
募集

今年のつどいはオンラインだ！障がい児・者の集い

子育て中の
みなさんへ

4



３

加茂圏域で介護予防啓発を瓶原地域で実施！

参加者
募集

令和４年も元気に活動開始！
山城町で見守りのお弁当をお届けして４０年

ほのぼの会☆サンタさん登場！
　　楽しいクリスマス会
　　　　　  ☆ありんこくらぶ☆

2年ぶりの再会！
独寿会おしゃべり会

木津川市社会福祉協議会兜台区支部
世代間交流事業開催

“くにっこ米”頂きました。ありがとうございました。 親子向け体験型防災訓練のご案内

　65歳以上の独居高齢者で組織されている独寿会
では、令和元年冬の活動を最後に新型コロナウイ
ルスによって活動を休止していました。今年も夏
に行われる総会を取りやめ、暑中見舞いを出した
ところ多くの方から返信があり、皆さんが集いた
いという気持ちを持っておられることを強く感じ
ました。
　そして、今回のおしゃべり会では15人の方が集
まり、再開の喜びを分かち合いました。包括支援
センターの方から認知症についてのおはなしもあ
り、食事の大切さや生活習慣の見直し、認知症の
方に対する接し方などを学びました。その後は、
歓談タイムを挟んで今後の活動について話し合い、
またの再開を誓っ
て解散となりまし
た。
　来年は少しでも
活動の機会が増え
ることを願ってい
ます。

◇支え合い兜台　祈　コロナ収束「第7回　とんど焼き」
　令和4年1月16日（日）2年ぶりに高の原小学校グ
ラウンドにて「とんど焼き」を開催しました。子
どもたちが書初めを、各ご家庭からしめ縄などを
持ち寄り400名以上の方々で賑やかにスタートしま
した。
　8時に兜台区支部 田中良典支部長の献酒。続い
て、木津川市 河井規子市長、木津川市社協 田中
敬士木津支所会長、京都府身体障害者団体連合会 
福山哲郎会長の挨拶がありました。来賓の皆様で
無病息災を祈願後、点火。火は勢いよく燃え上が
り、コロナ退散を集まった皆様で祈りました。風
は殆どなく、山城地区の竹のポンポンいう破裂音
を背に、煙は真っ
すぐに昇っていき
ました。
　最後に焼き芋を
焼いて参加者に持
ち帰ってもらいま
した。

　ありんこくらぶは、毎週金曜日の10時～12時に
加茂ふれあいセンターで開催されています。
　夏は水遊びをしたり、秋には遠足をしたりと季
節ごとにイベントを企画されていてみんな笑顔で
楽しんでいます。12月はお楽しみのクリスマス
会。サンタさんが登場し、絵本を読んでくれまし
た。お待ちかねのプレゼントタイムでは、ひとり
ひとり名前を呼んでもらいプレゼントを手渡しで
もらっていました。
　加茂地域の
みではなく木
津地域からの
参加も増えて
きてにぎわっ
ています！

　午前11時、山城保育園
の園庭で遊ぶ園児に見送
られながら、2台の車が
出発します。
　月～金曜日までライフ
サポート協会さんが作ら
れたお弁当を、二人一組
で高齢者のお家へお届けしています。
　水曜日は、山城地域の夕食配食サービスの日で
す。山城保健センターでほのぼの会の調理班が季
節の味わいを取り入れて、心のこもったお弁当を
作ってくださり、センター内は美味しい匂いが漂
います。夕食のお弁当も、ほのぼの会の配達班が
お届けしています。

　ほのぼの会では、食を通じて小さな変化に気づ
く見守りを行っています。一緒に活動していただ
ける方を募集しています。

問合せ　山城支所　☎0774-86-4151

　瓶原地区、恭仁小学校の児童のみんなが一生懸命
頑張って作って下さったもち米は、社協の配食サー
ビス「お元気弁当」の炊きおこわ（お赤飯）に使わ
せていただきました。
　配食ボランティアさんが、地域の高齢者のお宅へ
見守りを兼ねて、お届けしました。とっても喜んで
いただきました。“もちもち”“ふかふか”美味し
いおこわ　子供達の温かい気持ちに感謝！！

日　時　3月26日（土）10時～11時
内　容　子どもがもしもの時に自分で自分

のいのちを守る方法を防災士が体
験型でお知らせします。

場　所　いずみホール
定　員　15名程度
参加費　大人200円　子ども100円
申込み　子育てママのつながるBOSAI
　　　　川﨑（☎090-4295-1223）

　ケアセンターハッピーコスモスでは、公
益財団JKAの補助整備事業により、新型コ
ロナ感染予防対策として、下記機器をご支
援いただきました。
　　① スタンド型非接触体温計　　　2台
　　② 自動水栓機器　　　　　　　3ヵ所
※従業員出入口（2ヵ所）および 洗面所の
感染予防対策に活用しています。

第6回　介護者交流事業
　日ごろの疲れやストレスを一
緒に癒しましょう！

日　時　令和4年3月18日（金）
　　　　10時～ 15時
内　容　寄せ植え・一年の振り返り
場　所　木津老人福祉センター　　 
参加費　500円
対象者　木津川市に在住し、在宅で介護を

されている方
締切り　令和4年3月4日（金）
問合せ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

　12月11日（土）、恭仁京ゆめ倶楽部クリスマス会が開催され、恭仁小学校講堂に瓶原地域の住民の方々
99名がご参加されました。
　当日のプログラムのひとつとして、地域包括支援センターから“悪質商法の注意喚起”と“回想法”に
よる介護予防啓発を実施しました。この回想法では、映像を交えて丑年（うしどし）の出来事や流行語、
流行歌等を振り返り、「この年に瓶原に来てん」や「あの頃を思い出して懐かしかったわー」といった参
加者の声が聞かれ、皆さんひと時、当時の自分に戻っていました。

木津川市社協　子育て支援動画配信！
　子育てのイライラシチュエーションを、言葉の言い換えでハッピーチェンジ！3月1日(火)より配信します。
　子育て中の皆さん、いつもお疲れ様です。子育てはなかなか思い通りにいかないですよね。思わず大きな声で
叱ったり怒ったり感情的になりますよね。イライラしてきつい言い方で叱っていませんか？イライラシチュエー
ションを言葉の変換で少しハッピーにチェンジできるかもしれません。
　この動画がみなさんのお役に立てればうれしいです。

　木津川市身体障害者団体連合会ではボ
ッチャの体験会の参加を募集されていま
す。ボッチャは性別、年齢問わず誰でも
気軽に競技に参加できるニュースポーツ
としてパラリンピックの正式種目にも採
用されています。共生社会の実現を目指
し、障がいのある人への理解を深める機
会となるよう多くの人の参加をお待ちし
ています。

日　程　令和4年4月16日（土）
　　　　13時30分から
場　所　木津老人福祉センター
参加費　無料　
問合せ　木津川市身体障害者団体連合会
　　　　井上　篤子（☎0774-76-2962）
　　　　奥村　勇　（☎0774-72-5216）
※飲み物は各自ご用意ください。
※動きやすい服装でお越しください。
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ニュースポーツ「ボッチャ」
体験会のお知らせ 　新型コロナウイルスの影響で地域のつどいやイベントの

自粛など、この2年間私たちの生活も大きく変わりました。
　今年は2年ぶりにつどいを開催し、皆さんと再会をしたいと思いま
す。密を避けながらオンラインでボランティアさんとの交流を楽しみ
ませんか。皆さんの参加をお待ちしています。

日　時　令和4年3月13日（日）10時～12時
場　所　木津老人福祉センター（定員30名）☎0774-71-9559
　　　　加茂ふれあいセンター（定員30名）☎0774-76-4338
　　　　山城保健センター　　（定員50名）☎0774-86-4151

オンラインで自宅からでも参加できます。事前にZoomアプリ
のダウンロードが必要です。

内　容　Zoomの使い方体験とボランティアさんとの交流
対象者　市内にお住まいの障がい児・者と家族
参加費　無料
申込み　最寄りの開催場所（社協各支所）
　　　　※必ず事前に申込みをお願いします。自宅から参加の方はメ

ールアドレスも必要です。
締切り　3月7日（月）
　　　　当日は検温やマスクの着用等の感染予防対策をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。
中止の場合は社協ホームページでお知らせします。

参加者
募集

今年のつどいはオンラインだ！障がい児・者の集い

子育て中の
みなさんへ
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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

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

皆で買い物へ行こう！

　12月16日施設支援ボランティアグループの「白

ゆり会」が下記の4施設に雑巾やおしぼり等を寄

贈されました。

・相楽療育教室　・相楽デイセンター

・木津芳梅園　・ケアセンターハッピーコスモス

　合計　雑巾180枚　おしぼり40枚　ウエス1箱

白ゆり会の活動報告
対　象　ボランティア活動中に発生した事故、ボラ

ンティア活動の結果に起因する事故、活動

に伴って占有・使用・管理する保管物の損

壊などに適応されます。また、対象とならな

いボランティア活動もありますのでご了承

ください。詳しくは、ボランティアセンター

までお問合せください。

※お願い…郵便局の振込みサービスの改正に伴い振

込時に手数料が発生することになりました。ボラ

ンティアセンターに登録がない団体については保

険料（ボランティア保険、福祉行事保険）を払いこ

んでから、払い込みの事実が確認できるもののコ

ピーをご持参ください。（振込みの用紙は、ボラン

ティアセンターでお渡しできます。）

令和4年度ボランティア保険受付開始
３月１日から

場　所　ふれあいセンター（南加茂台6丁目3番地）

変更前　毎月第2・4　火曜日　10時～正午

変更後　毎月第2・4　木曜日　10時～正午

※詳しくは、毎月発行される市広報紙“きづがわ”

の福祉と暮らしの子育てカレンダーで、ご確認

ください。

おもちゃの図書館の開催日の変更に
ついてのお知らせ　令和４年４月より

3月15日㈫13時30分～16時
（3月2日㈬から予約受付）

4月13日㈬13時30分～16時
（4月1日㈮から予約受付）

笠置町役場

和束町社会福祉センター

笠置町社協（☎0743-95-2750）

和束町社協（☎0774-78-3312）

日　時 会　場 申込み・問合せ

3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

4月1日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

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。

3月11日㈮
（3月1日８時30分から予約受付）

4月8日㈮
（4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

どなたでもご利用いただけま

す。

お困り事がありましたら
ご相談ください。

スイーツサロンで楽しい時間を
過ごしましょう
スイーツサロンで楽しい時間を
過ごしましょう 子連れ参加も大歓迎★子連れ参加も大歓迎★
日　時　3月11日(金)　14時～15時　ホワイトデースイーツ

　　　　4月15日(金)　14時～15時　和菓子

場　所　加茂支所3階　いばしょホール

費　用　500円(スイーツと飲み物付)

人　数　15名(申込み先着順)

申　込　NPO法人手をつないで

　　　　☎090-1752-8037（川崎）

締　切　3月は3月7日 、4月は4月10日

 加茂圏域支え合い会議で地域の課題としてあがっていた買い物について、支え合い委員のみんなでボ

ランティアグループ「かものはし」を立ち上げ12月より買い物ツアーを実施しています。

　車に乗ることができず、スーパーに行くことが難しくなった高齢者に対して買い物ツアーを実施する

ことで、地域の中での繋がりをつくり、また外出することで社会と繋がりを持って、住み慣れた地域で

住民同士が支え合って生活していけるようにすることを目的としています。

　参加者は今のところ少ないですが、参加された方からは「実際にスーパーに行って買い物できるので

うれしい」や「こんな活動がありよかった」という声を聞かせてもらいました。

　買い物ツアーに関しての問合せは、木津川市社協　加茂支所（☎0774-76-4338）まで

※支え合い会議とは…民生児童委員、老人クラブ、ボランティア、地域長会などの各代表や地域包括支援センター、行政、

社協などがメンバーとなり、地域の支え合い・助け合い活動を推進しています。木津川市では、木津東部・木津西部・

加茂・山城の4つの圏域ごとに地域課題に向き合い、新たな取り組みを進めています。

木下昭夫様・・・米60kg
その他、匿名で現金合計42,592円、

野菜、米をいただきました。

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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ひろがる輪
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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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