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今年の夏はボランティアにチャレンジしよう
小学生・中学生ボランティア体験参加者募集

今年の夏はボランティアにチャレンジしよう
小学生・中学生ボランティア体験参加者募集

介護者同士の交流を深め、日頃の疲れやストレスを癒すために健康体操で、こころも体もリフレッシュしてみませんか。

　社協では平成18年から、住民の皆様のご協力によ
り、地域の見守り活動の組織化に取り組んでいます。
　大震災や台風災害など、自然災害が頻発し、改め
て「人を救うものは人の絆」であると再認識しました。
　そこで「絆」の再構築を目指して下記のとおり講演
会を開催します。
　平時に楽しくあたたかくつながることが、災害時に
生きる。
　みんなで考える機会にしたいと思います。

　募集内容等詳しいことは７月号でお知らせします。

〇サロン活動の支援
　(高齢者、障がい児・者、子育て)
〇小地域活動
　（交流会、住民懇談会、見守り活動など）
〇子育て支援
　（おもちゃの図書館、きづがわっこ夏祭
りなど）

〇ボランティア活動の支援

地域でお花を届けて見守り活動

配食ボランティア体験 おもちゃの図書館ボランティア体験 喫茶ボランティア体験

平成24年度　第１回　介護者交流事業参加者募集

地域の「絆」を考えよう　～平時の見守り活動が災害時に生きる～

例えば…

【と　き】 ７月３日（火）10 時～ 15 時
【内　容】 健康体操・交流
【会　場】 木津老人福祉センター
【参加費】 300 円

【と　き】7 月 14日（土）14時～ 16時 30分
【ところ】加茂文化センター　あじさいホール
【講　師】桃山学院大学社会学部社会福祉学科

石田易司教授
【参加対象】

高齢者見守り隊員、お元気サポーター、
民生児童委員、社協役職員、
地域の見守り活動に関心のある市民

【参加対象】 木津川市内に在住し、在宅介護をされて
いる方

【申込・問合せ】木津川市社協（71－9559）
【締　切】 ６月 25 日 ( 月 )

　大震災や台風災害など、自然災害が頻発し、改め
て「人を救うものは人の絆」であると再認識しまし
た。社協では平成18年から、住民の皆様のご協力
により、地域の見守り活動の組織化に取り組んでい
ます。そこで「絆」の再構築を目指して右記のとお
り講演会を開催します。

興味のある方のご参加をお待ちしています。

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより
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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
介護保険事業所　〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地1及び42番地２ TEL.0774-73-2080　FAX.0774-73-2191

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会



相 談 コ ー ーナ

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　６月１日（金）

13時30分～16時　木津老人福祉センター 13時30分～16時　ふれあいセンター 13時30分～16時　福祉センター

加茂支所　６月13日（水） 山城支所　６月22日（金）

法律相談（定員 各5名）

申込み・問合せ：木津川市社協  ☎71-9559

木津老人福祉センター
6月8日㈮

（６月１日８時30分
から予約受付）

７月13日㈮
（７月２日８時30分

から予約受付）

６月22日㈮
（６月１日８時30分

から予約受付）

７月27日㈮
（７月２日８時30分

から予約受付）

13時～15時30分 13時30分～16時

加茂ふれあいセンター

必ず電話で予約してください。
弁護士が応じます。

「なでしこ」 「らららもか」

明るくて元気な方お待ちしております。

　私たち「山城町ふるさと案内人の会」は、「自然
の中の史跡との 出会い、人との出会いを大切に」
を合言葉として、山城町に多く 残された貴重な遺
跡や文化財の案内をして、山城町の魅力を広く 知
ってもらうための活動をしています。 本会に案内
依頼、郷土の歴史紹介等要請があればご協力 いた
します。 また、案内活動につながる学習を行い、
会員相互のレベルアップ
をはかっています。 
会員募集…歴史に興味あ
る方、自然の中を歩くの
が好きな方 私たちの仲
間になりませんか？ 

活動内容：施設入居者の洗濯物の整理
活 動 日：毎週金曜日
活動時間：13時～ 15時
活動場所：特別養護老人ホーム　きはだ園
　　　　　（加茂町銭司）
集合場所：南加茂台５丁目ロータリー

　ニッセイ財団のいきいきシニア活動顕
彰で木津川市のボランティアグループ
要約筆記「あかり」（代表　様）、
マジックサークル「わかば」（代表　様）、
朗読ボランティア「こだま」（代表　様）、
スィートポテト（代表　様）が表彰され
ました。

山城町ふるさと案内人の会 れんげ草
ボランティア活動紹介 ボランティア募集

高齢者のつどい
５月30日（水）11時～14時
山城福祉センター　大ホール
手作り和菓子、会食　他
５００円
山城区域内にお住まいの65歳
以上の一人暮らし、
75歳以上の高齢世帯の方
５月２３日（水）
木津川市社協　山城支所
☎86－4151

と　き
ところ
内　容
参加費
対象者

申込締切
問合せ

※　後日、詳細については申込者に案内
　　いたします。

山城
支所

匿名 様 …配食食材（パン粉・高野豆腐・調味料）
匿名 様 ………………………配食材料（ワカメ）
匿名 様 ……………………配食材料（たけのこ）
匿名 様 …………………………………紙おむつ

匿名 様 ………………………………5,983円
匿名 様 ………………………………5,000円
末松　秀雄 様 …………………孫の手（多数）
公益財団法人木津川市公園都市緑化協会 ……配食食材（たけのこ）

匿名 様 ……………5,983円
匿名 様 ……………5,000円
末松　秀雄 様
 …………手作り孫の手
公益財団法人木津川市公園都市緑化協会
 ……配食食材（たけのこ）
匿名 様
 ………配食食材（パン粉・
 高野豆腐・調味料）
匿名 様
 ………配食食材（ワカメ）
匿名 様
 ……配食食材（たけのこ）
匿名 様 ……………紙おむつ

善意のご寄付ありがとうございました

善意のご寄付ありがとうございました

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。

6月15日（金）13時30分～1６時（６月１日から予約受付）
会　場：加茂ふれあいセンター
申込み・問合せ：木津川市社協 （☎71-9559）
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）

訪問介護

訪問入浴

訪問介護

訪問入浴

常勤ヘルパー
登録ヘルパー

登録ヘルパー
看護師（パート）

資　格

ヘルパー2級以上
ヘルパー2級以上

ヘルパー2級以上
正看又は準看

時　間

週５日勤務（シフトによる）
月～土 週1日からOK

月～土 週1日 3時間からOK
月～土 週1日 3時間からOK

給与（時給）

月167,000円～
1,100円～

1,000円
1,500円

募集人員

１名
２～３名

１名
２～３名

介護保険事業所職員募集 募集内容

勤務場所：〒619-0222　木津川市相楽山松川41-2
　木津川市社会福祉協議会　ケアセンター　ハッピーコスモス
問 合 せ：☎0774-73-2080　担当：尾崎・石丸・武本
※まずは、履歴書を上記まで送付していただき、その後随時面接
　させていただきます。

案内をしているところ　山城町泉橋寺

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
 
相談・登録


