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ハッピー
コスモスちゃん

　社会福祉協議会では、毎年一人暮らし高齢者宅等への見守り活動としてお花配りを継続的に行
っています。この夏は各支所（木津：７月12日、加茂：７月11日、山城：７月19日）で中学生
や地域の見守り隊員の皆さんが、色鮮やかな日々草をお届けし会話を弾ませる光景が、市内のあ
ちこちで見られました。

花で会話がはずむまち

ボランティアセンター
ボランティア連絡協議会 問合せ TEL.72-9155

　ボランティアに興味がある方、やってみたい方、登録しませんか？
　ボランティアが初めての方でも結構です。できそうなボランティアを発見してください。
すでに登録されている方も、友達を誘って友達の輪・ボランティアの輪・地域の輪を広げ
てみてはいかがですか？
　ボランティアセンターでは、市内のボランティアグループを紹介させていただきます。

　現在登録されているボランティアグループは…

　地域の憩いの場を
世代を超えた交流スペースを　

　「よっといで」は、定年後を生き生き過ご
したいと思っている人や、人のために何かで
きないかと考えているボランティアで運営し
ています。
　地域のいこいの場として、子育て中の親子
や高齢者が集い豊かな関係を築き、楽しく語
り合い、食事もして、明日への活力を養って
もらえるみんなの居場所となるようにと願っ
ています。

≪活動内容≫
　地元の旬な野菜を使っての昼食・手作りパ
ン販売／親子ひろば・親子クッキング等の子
育て支援／食育をテーマに家庭料理等の講習
会／歌のつどい・もちつき大会他

≪活動場所≫
　木津川市木津清水 106

手話サークル
コーラスグループ
調理グループ
朗読グループ
舞踊グループ
交流グループ
傾聴グループ
子育てグループ
点字サークル
楽器演奏グループ
マジックサークル

食事配達グループ
手芸サークル
サロングループ
要約筆記グループ
子ども見守りグループ
障がい者水泳グループ
読み聞かせグループ
環境美化グループ
人形劇グループ
施設支援グループ
ペイントグループ

おもちゃの図書館
大型紙芝居グループ
テレフォンボランティア
森林保全活動グループ
おもちゃの修理グループ
イベントボランティア
喫茶ボランティア
ハンドマッサージボランティア
病児・障がい児を支えるグループ
押し花サークル

ボランティア登録してみませんか

活動紹介　「よっといで」 ……………………………………………………木津支所
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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。

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　〒619-0204　木津川市山城町上狛北的場12番地1〔山城福祉センター内〕　　TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
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「障がい児・者のつどい」参加者募集
介護者リフレッシュ事業

小地域ネットワーク研修会を開催しました小地域ネットワーク研修会を開催しました

心配ごと相談 問合せ：木津支所（☎72-5532）・加茂支所（☎76-4338）・山城支所（☎86-4151）

木津支所
月日 時間 場所

13時30分～16時 木津老人福祉センター
曜日

８ ５ 金
月日 時間 場所

13時30分～16時 ふれあいセンター
曜日

８ 10 水
月日 時間 場所

13時30分～16時 福祉センター
曜日

８ 26 金

加茂支所 山城支所

法律相談（定員 各5名）
必ず電話で予約してください。
弁護士が応じます。

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。
司法書士が相談に応じます。

申込み・問合せ：木津川市社協  ☎71-9559

木津老人福祉センター

8月12日（金）
（8月1日から予約受付）

８月19日（金）13時30分～16時（8月1日から予約受付）
会　場：木津老人福祉センター
申込み・問合せ：木津川市社協 （☎71-9559）

13時～15時30分

8月26日（金）
（8月1日から予約受付）

13時30分～16時

加茂ふれあいセンター

木津川市・相楽郡であればどなたでもご利用いただけます。（要予約）

近畿労働金庫宇治支店
「ふれ愛預金きずな」　様
𠮷村兼好　様
中井雄三　様
国際ソロプチミスト南京都　様
川越惠祥　様
匿名　様

………70,000円

……………………30,000円
……………………………家具

…車イス５台
…………………マッサージ機

……………………………4,000円

善意のご寄付ありがとうございました

宮ノ裏区支部 瓶原支部
ふれあいサロン 夏の交流会

　６月24日（金）山城福祉センターで、小地域ネッ
トワーク研修会を開催し、南平尾支部の荻野支部
長から、日頃の見守り活動の報告を聞き、その後
に、21年度に作成した支部ごとの“助け合いマッ
プ”の見直しを行いました。参加者76名（社協役
員、支部役員、民生委員、地域長、自主防災役員、
老人クラブ役員、高齢者見守り隊などの関係団体
が一同に会し）は熱心に地図と睨めっこして更新
作業に熱が入っていました。

　７月５日（火）木津老人福祉センターで開催
し、15名の参加がありました。今回は山城ぬ
くもりの里の職員に来ていただき、身近にある
タオルを使ってストレッチとマッサージをおし
えていただきました。
　午後からは地域包括支援センターの職員も加
わり日頃の介護についての意見交流をしました。

　
次回のご案内９月14日（水）

　７月10日（日）、恒例の高齢者交流会。80余名
の対象者が恭仁小学校に集結。
　この日の目玉は、『奈良交通お笑い演芸同好会』
のパフォーマンス。「落語」「歌謡ショー」など
お得意の演芸が次々と繰り広げられ、会場は大
興奮。
　連日の猛暑も
なんのその、講
堂は割れんばか
りの笑い声に包
まれていました。

９月10日（土）
神戸花鳥園（神戸市中央区）
満開の花があふれ、鳥たちと遊べるテ
ーマパークです。全館バリアフリーで、
どなたもお楽しみいただけます。
木津川市在住の障がい児・者と家族
８月19日（金）（ただし、定員になり次第
締め切ります）
60名
中学生以上1,000円、小学生以下500円
（昼食費含みます）
木津川市社協（☎71－9559）
詳細は、参加申込者にお知らせいた
します。

介護食講習会
８月31日（水）
木津川市社協（☎71－9559）

　６月17日(金)に宮ノ裏区支部でサロン会を開
催し、参加者26名がやまと座で大衆演劇を楽し
みました。
　宮ノ裏区支部としては、今回はじめての試み
で、お天気の様子も少々気になったのですが、
雨に降られ
ることもな
く、予定通
りに一日楽
しく過ごし
ました。

①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。

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。

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。

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。

②日常的な金銭管理をお手伝いします。

福祉サービス利用援助事業のご紹介

　この事業は、高齢者や知的障がい者・精神障
がい者が地域で安心して自立した生活をするこ
とを支援するためのものです。判断能力が十分
ではないため、福祉サービスの利用や日常の金
銭管理が一人では不安な方に利用していただい
ています。

８月12日（金）10時～12時まで
アスピアやましろ
フランクフルト･綿菓子･ポップコーン･
当てもの･スーパーボールすくい
ジュース・おかしのつかみどり・お話し会
未就園児（兄弟姉妹も可）と保護者
300名（定員になり次第締切ます）
ひとり100円
　　木津川市社協（☎71－9559）
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みんな集まれ

“きづがわっこ夏まつり”開催のお知らせ

　当日はバスを運行します。
　　９時30分　市役所加茂支所
　　９時45分　木津川市役所
　　９時50分　市役所山城支所

福祉の仕事相談 ８月25日（木）　10時～17時　 会　場　木津川市役所　特設カウンター（1F）
問合せ　京都府社会福祉協議会　福祉人材・研修センター　☎（075）252-6297

山城支所 くらしの安心をサポートし
在宅生活を応援します。

くらしの安心をサポートしくらしの安心をサポートし
在宅生活を応援します。在宅生活を応援します。
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