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木津川市社会福祉協議会 検索

あなたのまちのお宝発表　授賞式

第８回木津川市福祉大会
福祉ふれあいまつり開催
１０月９日（土）　アスピアやましろにて

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

特別講演
　「誰一人取り残さない防災の実現のために」

同志社大学 社会学部　教授　立木　茂雄氏

11月18日㈭13時30分～16時
（11月4日㈭から予約受付）

12月15日㈬13時30分～16時
（12月8日㈬から予約受付）

笠置町役場

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5日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-72-5532）木津老人福祉センター

12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 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。

11月12日㈮
（11月1日８時30分から予約受付）

12月10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
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。

令和３年度 ボランティア講座 11/1から電話受付開始

匿名で現金合計60,000円、野菜をいただきました。

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

各講座とも5名になり次第開設します。今までにお申込みになられた方は、登録済みです。
※受講された方には、修了証書をお渡しします。受講後、ボランティア登録も可能です。

またご希望の講座がありましたら、ご相談下さい。

ボランティア講座開設～特別専門課程養成講座～

ボランティアグループ活動パネル展　開催予定日：11月27日㈯～28日㈰

募集

①災害時の外国人支援ボランティア講座
　　　　　（やさしい日本語講座）２次募集 ②地域お助け隊ボランティア講座

③おもちゃの修理ボランティア
　　　　　　　　　  （おもちゃ病院）講座 ④女性のためのはじめての点字講座

　イオンモール高の原　平安コート　パネル展示、作品展示販売他
※コロナ禍のため今年度も舞台発表は、ございません。また感染拡大防止により中止させて頂く場合が、ご
ざいますのでご了承ください。

山城おもちゃの図書館支援ボランティア募集
　子どもにとって「あそび」は、人と人との関わりやふれあいを通じ愛情を感じ人間関係を形成し、生きる力を育てるも

のです。当日は、おもちゃを広げて、好きなおもちゃで遊んでもらい、また、家でも遊べるように貸し出しをしています。

一緒に活動していただけるボランティアさんを募集いたします。

　活動日：毎月第4木曜日　9時30分～ 12時の間

　場所：山城保健センター和室（コロナ禍の為当分の間は休館予定です。）

※4月から開館予定ですが、緊急事態宣言が発令されたら中止になります。

お宝１番賞
クローバー

福祉大会　式典

お宝２番賞
恭仁京ゆめ倶楽部
お助け隊
お宝３番賞

恭仁京ゆめ倶楽部アマビエに願いをのせて！
（活動紹介 P3）

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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木津川市長表彰　《感謝状／高額寄付者》
　　株式会社　福 寿 園　　　木津川市建設業協会　会長　藤原　正秀

木津川市社会福祉協議会 会長表彰（表彰状）
　《退任役員／在任期間8年以上》
　　福井　博敏　　　小豆　武男　　　大井　健司　　　武田　　治　　　三浦　和子　　　安井千鶴子

　　横谷　　博　　　市川　智子　　　平林　清隆　　　出口　隆義　　　竹内伸二郎　　　高橋　光子

　　瀬島　房子　　　皆川　好江　　　丸山　和彦　　　清水　広文　　　匿名　1名

　《ボランティアグループ／活動期間8年以上》
　　・ペイントモモ　　　・子どもと教育を考える会　らららもか

　　・フェイシャルサロンMatorikaria　　　・ファンキー　キャッツ　　　・アンサンブルHANA

　　・リーベ～ドッグセラピー　　　・虹　　　・山城町ふるさと案内人の会　　　・大正琴　琴音会

　　・手芸クラブ「すみれ」　　　・さわやかコーラス　　　・音楽デリバリー　るんと

木津川市社会福祉協議会　会長表彰（感謝状）
　《退任役員／在任期間4年以上8年未満》
　　松田　利男　　　福嶋　祥子　　　石田　正明　　　栗本　雅夫　　　垣村　憲史　　　村田　良子

　　長谷川爲治　　　小泉　良廣　　　尾崎　丈泰　　　大槻　喜一　　　中岡　弘美　　　萩原　孝蔵

　　中田喜代明　　　長柄　浩雅　　　中岡　恵子      吉本　　摂　　　高嶋　　正      井上　　武

　　 （故）中本　孝子　　匿名　4名

　《高額寄付者》
　　加藤　章善　　匿名　2名

第8回木津川市福祉大会表彰状・感謝状被表彰者一覧

京都府知事表彰　ボランティア団体
　　・傾聴ボランティア 「うさぎ」　　・傾聴ボランティアグループ　はるかぜ

　　・傾聴ボランティア　こころ　　　 ・KAI②　　　・ペイントモモ　　　・オリーブ

京都府社会福祉協議会　会長表彰　社会福祉協議会 活動功労者
　　鷲山　　泰　　　髙間由紀子　　　小野登茂之　　　福守　和美　　　福嶋　鈴子　　　筒井　秀子

　　西岡　幸子　　　絹谷喜代美　　　山岡　芳幸　　　三浦　宏子　　　森嶋　倫子　　　和田　　稔

　　本多　悦蔵　　　高瀬　正子　　　亀岡　啓子　　　白井　繁夫　　　清水　宏純　　　香月　英男

　　河原　　猛　　　田中　良典　　　小島　哲子　　　林　　和代　　　大内　彰子　　　木下ミヱ子

　　中島　静子　　　木村　愛子　　　町田　真理　　　中西喜代美　　　酒井　玲子　　　入江　範子

　　山下　　進　　　長井　仁美　　　吉村　亮子　　　柳　  　寛　　　竹村　正枝

　ボランティア功労者
　　・調理ボランティア『プチトマト』　　　　・アレンジ　HANA　はな　　　　　・加茂音頭保存会

　　・子どもと教育を考える会　らららもか　　・キャラバンメイト　きづがわ

　社会福祉事業特別功労者
　　野田　郁美　　　仁木　奈穂　　　西窪　智映　　　濱　ひとみ　　　島本　結子　　　桶本　　浩

　　徳地　啓司　　　廣川よしこ　　　大西かおる　　　玉井　洋行　　　大瀧　政子　　　北岡　克彦

京都府共同募金委員会会長感謝　法人・団体寄付
　　・株式会社　西脇産業　　　・加茂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 おめでとうございます。おめでとうございます。

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

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

事務局（☎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

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…

公共料金の支払いの
お手伝いや手続きを
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。

福祉サービスを
利用したいけれど、
どうすればよいか

わからない

生活費の計算や
公共料金の支払いが
自分一人では難しい

通帳や印鑑をどこに
しまったかわからなくなり、
なくしてしまわないか不安

あなたのまちのお宝～授賞団体活動紹介～

お宝１番賞
クローバー

お宝２番賞
恭仁京ゆめ倶楽部 お助け隊

お宝３番賞
恭仁京ゆめ倶楽部

※全員、青谷福祉会

インスタグラムで
公開中
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木津西発 元気project

　前回大好評を戴きましたTOMONI第2号を10月発行させ

て頂きました。

　お近くのスーパーや調剤薬局などに設置しています。

　今回は木津西圏域の介護医療福祉に携わる各専門職団

体他、地域の飲食店ご協力も頂きました。是非、ご覧く

ださい。

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー コ ー ナ ー

TOMONI
～あなたと友（伴）に、健康と共に～

　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委員に渡して頂くか、社協窓口までお願い

致します。

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12日（金）

お届日　木津地域の方　12月23日（木）
　　　　加茂地域の方　12月28日（火）
　　　　山城地域の方　配食ご利用の方：12月22日（水）
　　　　　　　　　　　配食をご利用されていない方：12月21日（火）
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～

　加茂圏域支え合い会議で地域の課題として挙がっていた「買い物」について、解決するために

12月から買い物ツアーを実施することになりました。

お買い物ツアースタート！

実施日　第1・第3火曜日（瓶原地域、加茂地域）
　　　　第2・第4火曜日（当尾地域、南加茂台地域）
行き先　第1・第2火曜日…サンフレッシュ加茂店
　　　　第3・第4火曜日…PLANT木津川店
参加費　サンフレッシュ加茂店行き　100円

　　　　PLANT木津川店行き　200円

申込み期間　11月8日（月）10時～11月12日（金）17時まで（各回先着8名）

申込み・問合せ　木津川市社協　加茂支所（☎0774-76-4338）

※詳細につきましては申込みをされた方へ別途に案内させていただきます。

※支え合い会議とは…民生委員、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・助けあい活動を推進して

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。

加茂地域加茂地域

第4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　11月29日（月）　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。

内　容　洋風しめ縄づくり

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　11月19日（金）

問合せ　木津川市社協（☎0774-71-9559）

参加者
募集

参加者
募集

第2号発行
！

ふれあいひろばinかも開催
日　時　11月20日（土）　13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　加茂ふれあいセンター（南加茂台6丁目3番地）

内　容　青空野菜市・ミニバザー他

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、贈答品などミ

ニバザーへの物品提供にもご協力お願いします。

　どうぞ宜しくお願いします。

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

木津川市社会福祉協議会 検索

あなたのまちのお宝発表　授賞式

第８回木津川市福祉大会
福祉ふれあいまつり開催
１０月９日（土）　アスピアやましろにて

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

特別講演
　「誰一人取り残さない防災の実現のために」

同志社大学 社会学部　教授　立木　茂雄氏

11月18日㈭13時30分～16時
（11月4日㈭から予約受付）

12月15日㈬13時30分～16時
（12月8日㈬から予約受付）

笠置町役場

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5日㈮13時30分～16時 木津支所（☎0774-72-5532）木津老人福祉センター

12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 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。

11月12日㈮
（11月1日８時30分から予約受付）

12月10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
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。

令和３年度 ボランティア講座 11/1から電話受付開始

匿名で現金合計60,000円、野菜をいただきました。

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

各講座とも5名になり次第開設します。今までにお申込みになられた方は、登録済みです。
※受講された方には、修了証書をお渡しします。受講後、ボランティア登録も可能です。

またご希望の講座がありましたら、ご相談下さい。

ボランティア講座開設～特別専門課程養成講座～

ボランティアグループ活動パネル展　開催予定日：11月27日㈯～28日㈰

募集

①災害時の外国人支援ボランティア講座
　　　　　（やさしい日本語講座）２次募集 ②地域お助け隊ボランティア講座

③おもちゃの修理ボランティア
　　　　　　　　　  （おもちゃ病院）講座 ④女性のためのはじめての点字講座

　イオンモール高の原　平安コート　パネル展示、作品展示販売他
※コロナ禍のため今年度も舞台発表は、ございません。また感染拡大防止により中止させて頂く場合が、ご
ざいますのでご了承ください。

山城おもちゃの図書館支援ボランティア募集
　子どもにとって「あそび」は、人と人との関わりやふれあいを通じ愛情を感じ人間関係を形成し、生きる力を育てるも

のです。当日は、おもちゃを広げて、好きなおもちゃで遊んでもらい、また、家でも遊べるように貸し出しをしています。

一緒に活動していただけるボランティアさんを募集いたします。

　活動日：毎月第4木曜日　9時30分～ 12時の間

　場所：山城保健センター和室（コロナ禍の為当分の間は休館予定です。）

※4月から開館予定ですが、緊急事態宣言が発令されたら中止になります。

お宝１番賞
クローバー

福祉大会　式典

お宝２番賞
恭仁京ゆめ倶楽部
お助け隊
お宝３番賞

恭仁京ゆめ倶楽部アマビエに願いをのせて！
（活動紹介 P3）

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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