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木津川市社会福祉協議会 検索
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木津川市ボランティアセンター 問合せ
TEL.0774-72-9155

福 祉 バ ザー

加藤 章善 様…50,000円　　　匿名…50,000円　　　匿名…10,000円　　　匿名…2,000円

また、匿名で大根、ゆず、りんご（王林）、車いす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費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

※お車でお越しの方は、中央体育館裏駐車場をご利用ください。

3月26日(日)
午後1時～3時

木津川市中央体育館
木津川市木津石塚147

日程

時間

場所

お誘い合わせの上、
ご来場ください。

ボランティア保険は、ボランティア活動中に発生した事故、活動の結果に起因する事故、活動中に伴って占

有・使用・管理する保管物の損壊などに適応されます。なお、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。

　第10回きょうと地域福祉活動実践交流会が、1月21日に開催され、木津川市から「山城小助け隊アッピー」

の阪本守隊長が活動報告をしました。

　コロナ禍で不安な中、住民同士が支え合ってきた活動報告は、府内で地域福祉活動に取り組んでおられる

皆さんから賞賛の嵐！「私たちも取り組んでみたい」「これなら自分にもできそうな気がする」「素敵な活動

に元気をもらった」と、木津川市を越えて皆さんの心に響きました。これは市内で他の「お助け隊」活動をさ

れているすべての方々にも同じ言葉をいただいたのだと思います。

　「ちょっとした困りごとを近所で助け合う」　昔は普通

だったことが時代の流れの中で失われていきましたが、こ

うしてご近所で助け合う「ご近助」活動（酒井保先生）が、木

津川市の中でもっと増えていくと、もっと暮らしやすいま

ちになるのだろうと思います。

　「やってみようかな」と思われる方、「助けてほしいな」と

思われる方、お気軽に社協までご連絡をお願いします。

～令和5年度ボランティア保険受付開始　３月１日から～
（令和5年４月～令和6年３月分）

支え合い活動「山城小助け隊アッピー」

プラン

保険料（1名）

基本S

250円

基本A

300円

基本B

500円

天災補償S

450円

天災補償A

600円

天災補償B

1100円

3月14日㈫13時30分～16時
（3月1日8時30分から予約受付）

4月12日㈬13時30分～16時
（4月1日8時30分から予約受付）

笠置いこいの館　2階

和束町老人福祉センター

笠置町社協（☎0743-95-2705）

和束町社協（☎0774-78-3312）

日　時 会　場 申込み・問合せ

3月3日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

4月7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。

3月10日㈮
（3月1日8時30分から予約受付）

4月14日㈮
（4月3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。

京都府内の市町村に発信しました！ や ま　し ろ　お　 た す　　　  た い

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

あふれる笑顔

ひろがる輪

令和5年

No.141
3・4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
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(木津) （株）南都銀行 木津支店 セブンファーマシー木津南店
アイハウスかせやま （株）二条丸八 高瀬会計事務所
あこ診療所 （株）ハーフ・センチュリー・モア 高橋商事（株）
あさの内科クリニック （株）平和堂ガーデンモール木津川 たけもとクリニック
朝日印刷（株）京都クリエイティブパーク （株）PLANT木津川店 タツタ電線（株）
朝日新聞サービスアンカーASA木津 （株）三桝嘉七商店 智基
アサヒ自動車（株） （株）モリタ電化 通所介護　芽吹
アミターバー カミテックス　コーポレーション ツチダ内装工芸
アライの森(株) 河村医院 つなもと医院
イオンモール高の原 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）
いさじ医院 木津駅前接骨院 （同）ふげんじや社会福祉ネット
磯矢硝子工業(株) 木津化成工業（株） トーホー電子（株）
市川建工（株） ギフトプラザみぞはた とみやま米穀店
一心堂 きむら歯科 トヨタカローラ京都（株）
伊藤行政書士事務所 ギャラリーカフェ人と木 都らいぶアビック　梅美台店

（医）飯田医院 きゅうまウイメンズクリニック 内藤歯科
（医）ふるかわ医院 共栄製茶（株）京都テクノセンター 中岡鋼材（株）
（医）晃和会　いとうクリニック 京都ダイハツ販売（株）木津川店 中島整形外科
（医）豊田耳鼻咽喉科医院 京都中央信用金庫　木津支店 中村屋　梅美台
（医）長井小児科医院 京都トヨタ自動車(株)木津店 奈々
いろは動物病院 京都トヨペット木津川台店 ナニワ商事（株）
エイコー有限会社 京都日産自動車(株)木津川台店 西歯科クリニック
永栄工業（株） 京都やましろ農業協同組合 西本印刷（株）
NPO法人オープンスペース　ぽらりす 京和商会薬品（株） 橋本医院
MDプレス工業（株） くにみ台薬局 はたけやま薬局
岡嶋印刷所 ケアポート梅美台 ハート薬局
オムロン(株)京阪奈イノベーションセンター 小石眼科医院 華クリニック
学研ドリーム・インタナ 小出医院 濱名一義税理士事務所
カフェ・リリック 小堤医院 ヒラノテクシード木津川工場

（株）浅田自動車工業 コーナン　木津店 福岡織布（株）
（株）アセット・ユーズ ごとう耳鼻咽喉科 （福）木津芳梅園
（株）小河商店 小林モータース（株） （福）京都山城福祉会
（株）カインドライフ こびとの森歯科・矯正歯科 （福）三福福祉会　きはだの郷
（株）関電アメニック 駒自動車工業（株） （福）相楽福祉会相楽デイセンター
（株）京一屋 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）京都銀行　木津支店 西念寺 （福）楽慈会　幼保連携型認定こども園　藍咲学園
（株）きんでん京都研究所 塩と醤　木津川店 （福）老竹会　梅美台こども園
（株）駒食品店 saleya 福田歯科医院
（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 藤原建設（株）
（株）タカゾノリーブス シェフナカギリ ふじわら歯科クリニック
（株）トータルヘルスデザイン セブンイレブン州見台1丁目店 ブルグ藪内二号館
（株）ドリームプラス　ハーモニー セブンファーマシーくにみ台店 ヘアーステーショングループ

令和４年度 社協法人会員（企業・団体・施設等）一覧（敬称略）
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平城公益（株） 岩船寺 （山城）
訪問看護ステーションいずみ 喫茶相楽 （医）岡田医院
保険調剤メイプル薬局 木津川道路（株） （医）柳澤診療所
星野歯科クリニック 京都ドッグトレーニングセンター （医）若菜医院
松吉皮膚科 光明山聖法院 NPO法人きづがわ福祉会
美加ノ原カンツリークラブ 小西歯科 大西歯科医院
ミズホテクニカルラボ 小間安老舗 岡田鉄筋工業（株）

（名）光橋商店 サンフレッシュ 小沢医院
山口基樹司法書士事務所 沢井建設（株） 金本モータース
やました小児科医院 島川商店 藤本商店（株）
山城合同自動車（株） 浄瑠璃寺 (株)福寿園
やましろレストラン 相楽生コン販売（株）　加茂支店 （株）ミツワ製作所

（有）サンクチュアリ梅美台動物園 大芳（株） (株)南京都清掃社
（有）京都祭典ブルームホール 大力建設 近物レックス（株）南京都営業所
（有）駒鉄工所 高橋商事（株）　木津東給油所 京阪奈電気工事(株)
（有）植山重機整備 たつやま（ウェーブ） 小嶋織物(株)
ゆるりねっこわーく（株） 塚穴会 （福）京都ライフサポート協会　工房グリーンフィールド

（有）森菊鉄工 津山織物（株） （福）京都ライフサポート協会　横手通り43番地「庵」
リハビリデイサービス　ルミナス木津川 デイサービスセンターみかのはら （福）楽慈会　山城ぬくもりの里
レンタル工房なごみ（株） 永井食料品店 （福）楽慈会　涌出ぬくもりの里
ロート製薬（株）ロートリサーチビレッジ京都 ながもサロン 城南青果
和牛ダイニング桜 南加茂台薬局 鈴木商事(株)
わたなべ歯科クリニック 西谷歯科クリニック 相楽土木建設(株)

白亜庵 高畠設備
（加茂） （福）いづみ福祉会 武田会計事務所
アーツプラザ（株） （福）楽慈会　加茂ぬくもりの里 たなくら整骨院
石井製畳 山崎内装工業（株） 東洋タクシー(株)
いずみ空調設備 （有）丸一村井商店 ナカショウ関西(株)
いのうえ歯科クリニック （有）吉忠自動車 丸寿青果（株）
イマニシ新聞サービス ラーメンとの ミタニ薬局
NPO法人　手をつないで ルナホール モリムラ
小川医院 若トラ (有)三吉屋
お料理やまもと (有)森川製作所
海住山寺 (有)山口縫製
カド(株) （有）芳兵衛

（株）あぐり翔之屋 和束運輸(株)
（株）阪田モーター商会 （五十音順）
(株)南都銀行　加茂支店 令和５年２月 10 日現在　

（株）松田木材
（株）美加ノ原鈑金塗装
（株）山村工業
加茂町高齢者福祉センター

ご協力
ありがとうございました。
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出前講座のご案内参加者
募集

楽しい嬉しいつどいの場
北平尾いきいきサロン

学校に行きにくい親子の会

梅谷区手芸サロン
「梅谷女子会」

みんなのコンサートin相楽台

共同募金運動にご協力ありがとうございました

　「梅谷女子会」は、梅谷区の集会所で月に1回活
動しているサロ
ングループです。
活動内容は主に
手芸を行ってお
り、季節に合わ
せた作品や日常
で使える小物を
話し合いながら
作成しています。
今後も活動を続
けながら、地域
の作品展などに
出展する作品作
りにも取り組ん
でいきたいと考
えています。

　12月4日、相楽台区支部が3年ぶりに小
地域高齢者交流会「みんなのコンサートin
相楽台」を開催されました。コンサートでは、木
津第二中学校の吹奏楽部が、今流行の曲から長年
愛される名曲まで幅広く演奏を披露されました。
参加者の皆さんは演奏に合わせて手拍子をしなが
ら口ずさみ、
また、久し
ぶりの地域
の方との再
会に大変喜
ばれていま
した。

「学校に行きにくい親子の会」は、10月
に新たに発足したサロンです。学校に行き

にくい親子を地域の中でサポートするために発足
しました。普段の活動は、不登校の子どもを持つ
親同士で集まって話し合ったり、当尾の大自然の
中で子どもたちと遊んでいます。
　親が孤立するのではなく、親同士、さらには地
域の中で子どもを見守り育てる、みんなで遊ぶこ
とを大切にして
います。学校に
行くことが全て
ではなく、この
活動は一つの選
択肢になるので
はないかと考え
ています。

　明るい陽射しの中、北平尾コミュニティセンター
で約3年ぶりのいきいきサロンが開かれました。

　支部長の奥さんによる脳トレじゃんけんで、頭
も体もポカポカ、笑い声があふれました。

　おはなしポケットさんの山城町の昔話や、マジッ
クわかばさんの新作マジックショー等、ボランティ
アグループの皆
さんと楽しい時
間を過ごしまし
た。

　お互いに気に
なっていたけど
なかなか会えな
かった人と会え
て素敵なサロン
となりました。

　地域、法人、事業所、街頭募金活動を実施しました。
　ご協力いただいた募金額は下記の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月31日現在）
　皆様からいただいきました募金は、様々な地域福祉活動に活かしていきます。

介護者交流事業のご案内
～思いっきり笑おう！仲間たちと～
　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　3月17日（金）
　　　10時30分～ 15時
場　所　木津老人福祉センター
内　容　・腹話術（千田やすし氏）
　　　　・一年の振り返り
対象者　木津川市に在住し、
　　　　在宅で介護をされている方
参加費　500円
締　切　3月10日（金）
申込み　木津川市社協（☎0774-71-9559）

　腹話術にボッチャ体験などみんなで元気
につどいましょう。

日　時　3月11日（土）
　　　10時～ 12時
場　所　アスピアやましろ
内　容　腹話術観劇、和太鼓演奏、ボッチャ体験など
対象者　市内にお住まいの障がい児・者と
　　　　ご家族
参加費　無料
締　切　3月6日（月）
申込み　木津川市社協（☎0774-71-9559）
　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。

　地域包括支援センターは、高齢者が地域の中で安心して
暮らせるまちを目指し、下記の出前講座を実施しています。

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー

加茂

山城

木津
西

木津
東

地域支え合い活動紹介

参加者
募集

障がい児・者のつどい

　各支部で、子どもから高齢者まで世代を越えて、昔ながらの遊びや行事を楽しみました。賑やかな声が
地域の中に響き渡りました。

世代間交流で地域のつながりづくり

運動、口腔、栄養、認知機能などの低下を防ぐため、
簡単に楽しくできる介護予防を保健師や管理栄養士が
お伝えします。

講座メニュー以外でも希望講座について、お気軽にご相談ください。

介護予防のお話

介護認定申請の仕方やサービスの内容について、お伝
えします。

介護保険のお話

老化によるもの忘れと認知症の違い、誰でも発症する
リスクのある認知症についてお伝えします。

認知症のお話

近年増加する高齢者虐待や、判断能力が低下した方が
利用する成年後見制度についてお伝えします。

権利擁護のお話

街
頭
募
金
の
様
子

当尾支部 市坂区支部

兜台区支部

鹿背山区支部

上狛2番区支部神童子支部

赤い羽根共同募金
￥4,661,067

歳末たすけあい募金
￥5,541,307

4



３

出前講座のご案内参加者
募集

楽しい嬉しいつどいの場
北平尾いきいきサロン

学校に行きにくい親子の会

梅谷区手芸サロン
「梅谷女子会」

みんなのコンサートin相楽台
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地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー
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木津川市社会福祉協議会 検索

山
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川

高
の
原

西木津

府総合庁舎

木津川市役所

至加茂

至城山台

至京都
学研都市線

至京都至京都

至大阪

至奈良至奈良至奈良

近
鉄
京
都
線

山
松
川

鹿
川

Ｊ
Ｒ
大
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路
線

Ｊ
Ｒ
奈
良
線

至西大寺

中央体育館

木 

津

国道163号線

国
道
24
号
線

木津川市ボランティアセンター 問合せ
TEL.0774-72-9155

福 祉 バ ザー

加藤 章善 様…50,000円　　　匿名…50,000円　　　匿名…10,000円　　　匿名…2,000円

また、匿名で大根、ゆず、りんご（王林）、車いす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費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

※お車でお越しの方は、中央体育館裏駐車場をご利用ください。

3月26日(日)
午後1時～3時

木津川市中央体育館
木津川市木津石塚147

日程

時間

場所

お誘い合わせの上、
ご来場ください。

ボランティア保険は、ボランティア活動中に発生した事故、活動の結果に起因する事故、活動中に伴って占

有・使用・管理する保管物の損壊などに適応されます。なお、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。

　第10回きょうと地域福祉活動実践交流会が、1月21日に開催され、木津川市から「山城小助け隊アッピー」

の阪本守隊長が活動報告をしました。

　コロナ禍で不安な中、住民同士が支え合ってきた活動報告は、府内で地域福祉活動に取り組んでおられる

皆さんから賞賛の嵐！「私たちも取り組んでみたい」「これなら自分にもできそうな気がする」「素敵な活動

に元気をもらった」と、木津川市を越えて皆さんの心に響きました。これは市内で他の「お助け隊」活動をさ

れているすべての方々にも同じ言葉をいただいたのだと思います。

　「ちょっとした困りごとを近所で助け合う」　昔は普通

だったことが時代の流れの中で失われていきましたが、こ

うしてご近所で助け合う「ご近助」活動（酒井保先生）が、木

津川市の中でもっと増えていくと、もっと暮らしやすいま

ちになるのだろうと思います。

　「やってみようかな」と思われる方、「助けてほしいな」と

思われる方、お気軽に社協までご連絡をお願いします。

～令和5年度ボランティア保険受付開始　３月１日から～
（令和5年４月～令和6年３月分）

支え合い活動「山城小助け隊アッピー」

プラン

保険料（1名）

基本S

250円

基本A

300円

基本B

500円

天災補償S

450円

天災補償A

600円

天災補償B

1100円

3月14日㈫13時30分～16時
（3月1日8時30分から予約受付）

4月12日㈬13時30分～16時
（4月1日8時30分から予約受付）

笠置いこいの館　2階

和束町老人福祉センター

笠置町社協（☎0743-95-2705）

和束町社協（☎0774-78-3312）

日　時 会　場 申込み・問合せ

3月3日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

4月7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。

3月10日㈮
（3月1日8時30分から予約受付）

4月14日㈮
（4月3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。

京都府内の市町村に発信しました！ や ま　し ろ　お　 た す　　　  た い

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

あふれる笑顔

ひろがる輪

令和5年

No.141
3・4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
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