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木津川市社会福祉協議会 検索

安心安全に暮らせる優しい地域へ

1月20日㈮13時30分～16時
（1月4日8時30分から予約受付）

２月17日㈮13時30分～16時
（2月1日8時30分から予約受付）

木津老人福祉センター 木津川市社協（☎0774-71-9559）

日　時 会　場 申込み・問合せ

1月6日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

2月3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 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。

1月13日㈮
（1月4日8時30分から予約受付）

2月10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。
・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。

株式会社花駒様…10,000円　　長井善郎様………1,688円　　匿名………………7,158円

南平尾活き活き農園様…白菜、大根

　また匿名で、白菜、柿、米、陶器のご寄付を頂きました。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。

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

　昨年も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。少しずつですがボランティア活動も再開され、皆
さんと交流する機会も増えてきました。今年は、ボラ
ンティアフェスティバル開催年にあたります。Withコ
ロナにあったボランティア活動を、皆さんと一緒に元
気に楽しく進めていけることを祈念いたしまして年
頭の挨拶とさせていただきます。

　昨年は本会の運営並びに諸事
業の運営に深いご理解とご支援
を賜り、役員一同深く感謝とお礼
申し上げます。

　ここ３年コロナ禍で皆様方の活動も出来ず苦
労しておられることと思います。今年こそ、皆様
方の健康な姿と笑顔が見られますよう祈念申し
上げます。

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

民生委員が
相談に応じます。

お困り事がありましたらご相談
ください。

令和５年度　木津川市社会福祉協議会職員募集
募集職種　介護支援専門員（主任介護支援専門員）・保健師（看護師）
雇用形態　正職員・常勤嘱託職員・会計年度任用職員・パート職員
採用人数　若干名　　　　　採用予定日　4月1日（金）
受験資格　介護支援専門員の資格を有する方（令和5年3月資格取得見込みの方を含む）
　　　　　保健師（地域経験のある看護師）
応募締切　1月13日（金）（受験申込書、募集要項はホームページまたは事務局へ）
試 験 日　1月29日（日）9時から　筆記試験・小論文・面接試験　　
合否の発表　受験者全員に選考結果を通知します。
申込方法　受験申込書に必要な書類を添付の上、木津川市社会福祉協議会事務局へ提出してください。
　　　　　（事前に連絡してからお越し下さい）
申込（問合せ）　木津川市社協（☎0774-71-9559）　担当者：事務局長　渡邊

　認知症になっても安心安全に暮らし続けられるまちづくりを目指して、今年度も

市内の4圏域で「認知症高齢者等見守り声かけ訓練」を開催しました。

　今年度は、「みまもりあいアプリ」を活用した捜索訓練を実施。「みまもりあいア

プリ」とは、スマートフォンで利用する無料のアプリで、このアプリをダウンロードしている方が「協力者」

です。捜索依頼者が配信した捜索依頼を協力者が受信し、早期の発見に繋げるための見守り活動です。

　親子での参加が多く、子ども達にもわかりやすい認知症講座や、かくれんぼをイメージした捜索や声かけ、

認知症の理解を深めるクイズラリーなどを行いました。子ども達が行方不明者役の方に寄り添い、優しく声

をかける姿に心が温まりました。

州見台

当尾

上狛
南部

兜台

各地での声かけ訓練の様子

ボランティア連絡協議会会長
松本　憲三郎

ボランティアセンター運営委員会委員長
山村　弘

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/

令和５年

No.140
1・2月号

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

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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地域の歴史でつながりを棚倉小学校「南山城水害体験談」

車イス講習会を行いました

　山城地域支え合い会議では、子ども達と地域とのつながりを深め、子ども達に山城町

をより好きになってもらえるよう、学校や子ども達とのつながりを大切にしています。

　11月8日（火）、棚倉小学校4年生の総合学習の中で、昭和28年の南山城水害の体験談の

授業が行われました。地域支え合い委員より南山城水害の概要を説明し、地域の方が当

時の体験や地域の様子を語られました。児童の皆さんは体験談を熱心に聞き、後日、感

想文集を届けてくれました。地元で起こった水害の怖さを知り、みんなで協力すること

の大切さや、地域の方へのお礼の気持ち等がつづられており、子ども達と地域の方との

つながりが深まった授業となりました。

　ボランティアグループからの要望によ

り、車いす講習会を行いました。受講されたグループ

は身体的に不自由な方の旅行を計画しておられ、改

めて介助者に車いすの使い方を学んでもらいたいと

考えておられました。講習では車いすの基本的な使

い方や坂や段差での押し方を

1時間学ばれました。木津川市

社協では車いすの貸し出しだ

けでなく、取り扱いの説明も

しておりますので、車いすの

取り扱いについて学びたい方

は、お気軽にお問い合わせく

ださい。

北ノ庄元気サロン

秋晴れの大空のもと皆さんと元気に再会 瓶原支部交流会

北ノ庄元気サロンは、体操などを通して誰

でも気軽に集える居場所として活動しています。今回

のサロンでは、高齢者の疾病予防・健康づくりを推進

するために、木津川市から保健師と健康運動指導士の

方が来られ、筋力アップ体操・握力測定・健康相談が

行われました。参加者の方は、真剣に筋力アップ体操

に取り組まれ、筋力ア

ップについての話を聞

いておられました。時

には笑い声も聞こえ、

楽しそうに参加されて

いました。

11月18日（金）瓶原支部では高齢者交流会として淡路島方面

へ行ってきました。朝から気持ちの良い秋晴れのもと66名が参加し、3

年ぶりの小旅行を楽しみました。特に渦潮クルーズでは海と空、両方

の青に鳴門大橋が浮かび参加者からも歓声が上がっていました。

　久しぶりに皆さんの笑顔に再会し、改めて途切れなかった絆の大切

さを実感しました。これからも積極的に地域の交流事業を継続してい

きます。

募集

募集 募集

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・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。

日　　時　3月4日（土）　9時～ 17時
　　　　　3月5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

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17日（金）

問 合 せ　木津川市社協

　　　　　（☎0774-71-9559）

加茂

木津
東

地域支え合い活動紹介令和5年　年頭挨拶令和5年　年頭挨拶 社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会

会　長　　馬　　泰　子

　みなさま、あけましておめでとうございます。

　平素は、木津川市社会福祉協議会事業推進に格別のご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。中でも住民主体の地域福祉活動にご尽力いただいております多くの皆様、また、

変わらぬ会費でのご支援、募金活動へのご協力、フードバンク活動への食料品のご提供、金

品のご寄付など、多くのご支援とご協力に、役職員一同心より感謝申し上げます。

　さて、新型コロナウィルス感染症の感染者が初めて確認されてから3年が経過しました。こ

の間、感染症拡大防止の対策を学び、対策を取りながら日常生活を取り戻す工夫を続けてま

いりましたが、住民同士の交流を大切にしてきた社協活動に大きな影響が出て、“人と人の絆”

“つながる事”の重要性を実感した年でもありました。だからこそ、生きがい・やりがい・助

け合い・支えあいの仕組みの継続をしていただきたいと願っております。

　本年も役職員一同、引き続き皆様の信頼や期待にお応えするため、更なる努力を続けてまいりますので、一層

のご支援とご協力をお願いしますと共に、皆様方にとりましてこの一年が幸多き年となりますよう心からお祈り

申し上げ、新年のご挨拶といたします。

介護者交流事業のごあんない
楽しく 本格クッキング！
介護者交流事業のごあんない
楽しく 本格クッキング！

福祉バザーのご案内福祉バザーのご案内

　日頃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、ご活用ください。

日　時　1月31日（火）　10時～ 15時
内　容　料理講習

場　所　山城保健センター

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　1月27日（金）

問合せ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

日　時　3月26日（日）
　　　　13時～ 15時
場　所　木津川市中央体育館

※バザーへの提供物品の案内は2月上旬

頃、地域ごとに社協の支部を通してお

知らせしますので、ご協力よろしくお

願いいたします。

（詳細は「きずな3・4月号」でお知らせします）

あなたのまちのお宝発表2022
～地域福祉活動パネル展のご案内～
日　時　1月21日（土）　9時～ 16時
場　所　アスピアやましろ　スクエア
日　時　1月23日（月）10時～27日（金）16時
場　所　市役所1階地域交流スペース前壁面
　コロナ禍で自粛を余儀なくされた地域福祉活

動。まだまだ元通りにはなりませんが、人と人との

繋がりがどれだけ大切かを知っているからこそ、

いろいろな模索をしつつ、活動を続けています。ぜ

ひ、パネル展で活動の様子をご覧ください。

※社協のFacebookやInstagramでも随時活動を紹

介していますので、ぜひご覧ください。

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、お近くの高齢者見守り隊
（お元気サポーター）が花の苗をお届けする見守り活動
をしています。
　※お届けは3月末ごろを予定しています。
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　1月27日（金）
申込み・問合せ  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）

赤い羽根共同募金
配分事業
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山城

木津
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地域の歴史でつながりを棚倉小学校「南山城水害体験談」

車イス講習会を行いました

　山城地域支え合い会議では、子ども達と地域とのつながりを深め、子ども達に山城町

をより好きになってもらえるよう、学校や子ども達とのつながりを大切にしています。

　11月8日（火）、棚倉小学校4年生の総合学習の中で、昭和28年の南山城水害の体験談の

授業が行われました。地域支え合い委員より南山城水害の概要を説明し、地域の方が当

時の体験や地域の様子を語られました。児童の皆さんは体験談を熱心に聞き、後日、感

想文集を届けてくれました。地元で起こった水害の怖さを知り、みんなで協力すること

の大切さや、地域の方へのお礼の気持ち等がつづられており、子ども達と地域の方との

つながりが深まった授業となりました。

　ボランティアグループからの要望によ

り、車いす講習会を行いました。受講されたグループ

は身体的に不自由な方の旅行を計画しておられ、改

めて介助者に車いすの使い方を学んでもらいたいと

考えておられました。講習では車いすの基本的な使

い方や坂や段差での押し方を

1時間学ばれました。木津川市

社協では車いすの貸し出しだ

けでなく、取り扱いの説明も

しておりますので、車いすの

取り扱いについて学びたい方

は、お気軽にお問い合わせく

ださい。

北ノ庄元気サロン

秋晴れの大空のもと皆さんと元気に再会 瓶原支部交流会

北ノ庄元気サロンは、体操などを通して誰

でも気軽に集える居場所として活動しています。今回

のサロンでは、高齢者の疾病予防・健康づくりを推進

するために、木津川市から保健師と健康運動指導士の

方が来られ、筋力アップ体操・握力測定・健康相談が

行われました。参加者の方は、真剣に筋力アップ体操

に取り組まれ、筋力ア

ップについての話を聞

いておられました。時

には笑い声も聞こえ、

楽しそうに参加されて

いました。

11月18日（金）瓶原支部では高齢者交流会として淡路島方面

へ行ってきました。朝から気持ちの良い秋晴れのもと66名が参加し、3

年ぶりの小旅行を楽しみました。特に渦潮クルーズでは海と空、両方

の青に鳴門大橋が浮かび参加者からも歓声が上がっていました。

　久しぶりに皆さんの笑顔に再会し、改めて途切れなかった絆の大切

さを実感しました。これからも積極的に地域の交流事業を継続してい

きます。

募集

募集 募集

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・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。
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３

　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

募集

デイサービスの様子

10月 こすもすカフェの様子
～テーマ 青春を思い出して～

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

【こすもすカフェ】は京都山城総合医療センターの協

力を得て定期的に開催しています。介護や物忘れが

心配な方が集う場です。

ゆったりほっこりどなたでも…

お申込み:0774-73-2080 ハッピーコスモス まで

週2日以上
時給　　身体介護　1,330円
　　　　生活援助　1,130円
　土日祝時給　200円アップ

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

訪問介護
登録ヘルパーさん 募集

※職員手作りのレイは
　お持ち帰りいただきました

ハワイアン　ランチ
スパムおにぎりは、おかわりされる方がたくさんおられました

一心堂さんにお借りしました

くらしのあんしん
ご存知ですか？

福祉サービス利用援助事業
　福祉サービス利用援助事業では、認知症や知的・精神障がいをお持ちの方で、判断能力に不安のある方を対

象に、日常の金銭管理やさまざまな福祉サービスについての相談・助言・手続きのお手伝いをしています。

　福祉サービスを利用したい時、書類の整理や手続きができない時、お金の使い方がうまくできない時など、

住み慣れた地域の中で、安心して暮らせるように社協の専門員と生活支援員がサポートします。

木津川市社協では、福祉サービス利用援助事業で活動していただける生活支援員を募集しています。

活動に関心のある方は木津川市社協（☎71-9559）までお問合せください。

生活支援員を募集しています

山城支所　高齢者世帯訪問

皆さんの「いつも」「万が一」について・・・
山城支所　高齢者世帯訪問

皆さんの「いつも」「万が一」について・・・
大盛況！！ふれあいひろばinかも

木津川市内在住で経済的な事情でお困りの皆様へ
第２回フードパントリーのご案内

　山城支所では、地域の民生委員さんや包

括職員と一緒に毎年高齢者世帯の訪問活動

をしています。今年度は、10月4日～11月7

日の間に合計316世帯の皆さんにお会いす

ることができました。

　皆さんの地域生活の様子や災害時の避難

の希望について聞かせていただける大切な

時間となりました。「これを機に家族と災

害の時の話をしたわ」という方も多くおら

れました。今後の見守り活動に活かしたい

と思います。

　皆さんの変わらない笑顔で迎えられ、私

たちも今後の活動の励みとなりました。

　お世話になった全ての皆さん、ありがと

うございました。

対　　象　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。

申込期間　1月20日（金）～ 2月3日（金）　　　　申 込 先　木津川市社会福祉協議会　☎0774-71-9559

配布日時　2月25日（土） 10時～ 12時 配布場所　①平和堂アル・プラザ木津店（木津川市相楽城西15）

 　　　　　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）

 　　　　　※詳しくは、1月にホームページでご案内します。

　11月12日（土）、加茂地域4支部合同で、恭仁京跡広場にて

ふれあいひろばinかもを開催しました。前回は規模を縮小し

て開催しましたが今年は恒例の青空野菜市、ミニバザーだけ

でなく、模擬店やフリーマーケット、ボランティアグループ

の公演が復活しました。

　晩秋とは思えないほどの陽気の中、大勢の方にお越しいた

だき各ブースとも大盛況に終わりました。

　ふれあいひろばにたくさんの野菜や、ミニバザーの品物を

ご提供いただきました皆さまありがとうございました。売上

げは支部の地域福祉活動に活用させていただきます。

福祉サービスの利用をお手伝いします。
福祉サービスの利用で
困っている方には…

福祉サービスについての情報
を提供し、サービス利用を
お手伝いします。

日常的な金銭管理をお手伝いします。
支払いで困ったり
心配な方には…

公共料金の支払いや
手続きをお手伝いします。

役所などからの書類の手続きが
心配な方には…

役所などからの書類の手続きを
お手伝いします。

通帳やはんこの管理が
心配な方には…
通帳などの管理を
お手伝いします。

なつかしのミュージアム

昭和のスタア館

あひるすくい

懐かしの品々

デイサービスでは現在、60代から101才までの方

がご利用いただいています。

ご利用者様が楽しく過ごしていただけるよう

スタッフ一同心がけています。

11月18日(金)旅気分を味わおうinハワイ
・フラガール人形と記念写真

・トロピカルマンゴーの香りを楽しんで入浴

・映像でのハワイ観光

・職員によるフラダンス・リンボーダンス

　ウクレレ演奏で楽しんで頂きました

おやつは
パンケーキ

ハワイアンブルーの
お風呂で喜んで
いただきました

ハワイに行った気分
で楽しいです！ 職員、利用者様

一緒にフラダンス
で楽しみました
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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

安心安全に暮らせる優しい地域へ

1月20日㈮13時30分～16時
（1月4日8時30分から予約受付）

２月17日㈮13時30分～16時
（2月1日8時30分から予約受付）

木津老人福祉センター 木津川市社協（☎0774-71-9559）

日　時 会　場 申込み・問合せ

1月6日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-71-9559）木津老人福祉センター

2月3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 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。

1月13日㈮
（1月4日8時30分から予約受付）

2月10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。
・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。

株式会社花駒様…10,000円　　長井善郎様………1,688円　　匿名………………7,158円

南平尾活き活き農園様…白菜、大根

　また匿名で、白菜、柿、米、陶器のご寄付を頂きました。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。

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

　昨年も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。少しずつですがボランティア活動も再開され、皆
さんと交流する機会も増えてきました。今年は、ボラ
ンティアフェスティバル開催年にあたります。Withコ
ロナにあったボランティア活動を、皆さんと一緒に元
気に楽しく進めていけることを祈念いたしまして年
頭の挨拶とさせていただきます。

　昨年は本会の運営並びに諸事
業の運営に深いご理解とご支援
を賜り、役員一同深く感謝とお礼
申し上げます。

　ここ３年コロナ禍で皆様方の活動も出来ず苦
労しておられることと思います。今年こそ、皆様
方の健康な姿と笑顔が見られますよう祈念申し
上げます。

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

民生委員が
相談に応じます。

お困り事がありましたらご相談
ください。

令和５年度　木津川市社会福祉協議会職員募集
募集職種　介護支援専門員（主任介護支援専門員）・保健師（看護師）
雇用形態　正職員・常勤嘱託職員・会計年度任用職員・パート職員
採用人数　若干名　　　　　採用予定日　4月1日（金）
受験資格　介護支援専門員の資格を有する方（令和5年3月資格取得見込みの方を含む）
　　　　　保健師（地域経験のある看護師）
応募締切　1月13日（金）（受験申込書、募集要項はホームページまたは事務局へ）
試 験 日　1月29日（日）9時から　筆記試験・小論文・面接試験　　
合否の発表　受験者全員に選考結果を通知します。
申込方法　受験申込書に必要な書類を添付の上、木津川市社会福祉協議会事務局へ提出してください。
　　　　　（事前に連絡してからお越し下さい）
申込（問合せ）　木津川市社協（☎0774-71-9559）　担当者：事務局長　渡邊

　認知症になっても安心安全に暮らし続けられるまちづくりを目指して、今年度も

市内の4圏域で「認知症高齢者等見守り声かけ訓練」を開催しました。

　今年度は、「みまもりあいアプリ」を活用した捜索訓練を実施。「みまもりあいア

プリ」とは、スマートフォンで利用する無料のアプリで、このアプリをダウンロードしている方が「協力者」

です。捜索依頼者が配信した捜索依頼を協力者が受信し、早期の発見に繋げるための見守り活動です。

　親子での参加が多く、子ども達にもわかりやすい認知症講座や、かくれんぼをイメージした捜索や声かけ、

認知症の理解を深めるクイズラリーなどを行いました。子ども達が行方不明者役の方に寄り添い、優しく声

をかける姿に心が温まりました。

州見台

当尾

上狛
南部

兜台

各地での声かけ訓練の様子

ボランティア連絡協議会会長
松本　憲三郎

ボランティアセンター運営委員会委員長
山村　弘

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/

令和５年
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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

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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