
ハッピー
コスモスちゃん

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

あなたも、ボランティアを
しませんか？ 
　現在ボランティアセンターに登録され
ているボランティアです。
　あなたも趣味を生かしてボランティア
をしてみませんか？

ボランティア活動紹介・・・あじさいを育てる会　（加茂支所）

　旧加茂町の町花「あじさい」で一杯にして、住みよいまちづくりと潤いのある豊かな緑を活かした自然
環境を充実するために、会を設立してはや９年を迎えました。現在までに主な
あじさいの植栽場所は、南加茂台地区公園の縁取りや恭仁京跡・市立南加茂
台小学校・加茂小学校で９００本を会員の挿し木により若苗を育成し植栽しまし
た。具体的には、４～１０月までは、毎月除草作業を実施し、１１月には休耕田
に今年の苗を移植しています。作業内容は、男女問わず２時間程度の軽作業
です。　加茂を、あじさいで一杯に咲かせ一人でも多くの方が後世に伝承す
る為に当会に加入して楽しく活動しませんか、お誘い申し上げます。

　探しています！！子どもの大好きな方急募してます。
お友達同士での参加も。ボランティア初めての方でも。
【内容】おもちゃの準備・貸出しの手続き
　子どもたちに当日遊んでもらうおもちゃを準備し、そ
の中で気に入ったおもちゃがあれば、家でも楽しく遊ん
でもらえるように貸出します。
◎木津地域
　【日時・場所】
　毎月第2木曜日　10時～11時40分ぐらい　　　
　木津東部子育て支援センター（梅美台保育園内）
◎山城地域
　【日時・場所】
　毎月第4木曜日　9時30分～12時
　山城保健センター 2階

　去る５月10日㈭に木津川台のオムロン株式会社京阪奈イ
ノベーションセンターにおいて、手話サークル「てのひら」
と木津川市キャラバンメイトの入江氏に協力していただ
き、オムロン職員30名の福祉体験研修を実施しました。
　いづみ福祉会
においても、同
職員に福祉奉仕
活動を行ってい
ただきました。
お疲れ様でし
た。ご協力いた
だきましたいづ
み福祉会様あり
がとうございま
す。

おもちゃの図書館

～加茂を、あじさいで一杯にしよう～

ボランティアさん（急募）

企業と連携で地域福祉を企業と連携で地域福祉を

～皆でつなごう！地域のきずな～～皆でつなごう！地域のきずな～
防災ワークショップ防災ワークショップ

住民参加型助け合いサービス住民参加型助け合いサービス

　あの東日本大震災から１年余り。地域住民が災害時に役立つ知識と技術を学びながら“いざという時”に
助け合えるつながりを作ることを目的に開催します。
　「炊き出し体験」や「給水車体験」など子どもから大人まで楽しく学べるプログラムを用意してお待ちし
ています。お気軽にご参加ください。

　住民参加型助け合いサービスとは、“困ったときはお互いさま”の気持ちを持つ人たちが会員となり、有
料（実費程度）で清掃、洗濯及び買い物や病院への送迎などのサポートを行うものです。（詳しくはＰ4）

当尾支部・南加茂台支部
７月21日（土）～22日（日）
14時～翌日11時
南加茂台小学校体育館

加茂支部
９月1日（土）
10時～15時30分
加茂体育館

木津町区支部
8月5日（日）
10時～14時
いずみホール

相楽台支部
11月18日（日）
10時～13時
相楽台小学校

●コーラスグループ
●交流グループ
●子育てグループ
●楽器演奏グループ
●マジックサークル
●アロマオイルによるフィットネス
●要約筆記グループ
●人形劇グループ
●施設支援（シーツ替え等）グループ
●地域サロングループ
●美容ボランティア（美顔・メイク他） 等

イオン黄色いレシートキャンペーンに
参加してます。ご協力を・・・ 
　イオン高の原で毎月１１日の「イオン・
デー」にイオンから渡される黄色のレシー
トを店に設置された木津川市社協と書かれ
たボックスに投函してください。その投函
されたレシート金額の
総額１％相当の金額が
希望する商品に変え
て、還元されます。応
援、ご協力の程よろし
くお願いいたします。

認知症サポーター養成講座（キャラバンメ
イト出張）のご依頼等は、老人会、自治会、
企業様他もうけたまわっておりますので、
どしどしお申込みください。

2階のサービスカウンターの横
（食品レジの前あたり）

起震車体験の様子

ただいまの震度は6です

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



介護保険事業所

平成23年度　一般会計決算報告

木津川市社会福祉協議会事業報告
平成
23年度

　東日本大震災の復興に向け、何ができるのかを模
索しながらスタートした２３年度。高齢化の進行、児
童虐待など子どもを取り巻く環境の難しさ、貧困層
の拡大など従来の課題に加え、避難される被災者の
受け入れ、その支援と、福祉の課題は多重・多様な
ものになっています。木津川市においても、様々な
福祉課題を抱えた市民は多く、身近な住民同士の支
えあい、見守りあいがますます大切になってきてい
ます。

総務部会
チャリティーバザー
　大勢の市民の皆様にご協力いただいて、チャリテ
ィーバザーを開催しました。被災地に義援金として
送ることを目的
としたこともあ
って、大勢の方
がご協力くださ
いました。あり
がとうございま
した。

役職員　災害時初動マニュアル
　大震災の発生により、必要性が再確認された「役
職員災害時初動マニュアル」については、作成委員
会を立ち上げ、平成２３年度中に作成することがで
きました。

住民懇談会
　「認知症を知り地域で支える」「介護保険制度に
ついて知る」など、テーマを絞って市内５ヵ所で開
催、福祉に関する情報を提供し、地域の課題を把握
することができました。

役職員研修
　地域の課題に即した研修を行い、地域の安心を
支えるために学習しました。
第１回：「認知症を
知り地域で支え
る」
第２回：「大規模災
害発生時の社協
の 役 割につ い
て」

地域福祉部会
防災ワークショップ
　平成１９年度より続け
てまいりました「防災ワ
ークショップ」は、大震災
の発生により危機感が増
したことで、さらに内容
等について自主防災会等
関係機関と支部役員が協
議し工夫して実施し、多くの方々にご参加いただく
ことで顔の見える地域の関係づくりができました。

子育て支援事業
　「子育て懇談会」は木津川市内で子育てに関わる
活動をされている関係各機関や団体にさらにご協力
いただき、様々な工夫をして頂くことで多くの親子
がご参加くださる、より良
い懇談会にすることがで
きました。
　毎年好評の「きづがわ
っこ夏まつり」は、大勢の
参加者を迎え、にぎやか
に開催しました。

高齢者見守り隊事業
　震災に伴う節電の呼び掛けによる熱中症の心配
な方々に対する見守り強化など、見守り隊員（お元気
サポーター）が細かい気遣いをして下さいました。
見守りマップの更新や配食時の安否確認、花苗配布
などを継続実施し、見守
りの強化に努めました。
また、小学生にも地域を
支える一員になっていた
だこうと、小学校で「認知
症サポーター養成講座」
を行いました。

民生福祉部会
障がい児・者のつどい
　気楽に参加できる
集いとして大勢ご参
加いただき、“絆”づ
くりをして下さいま
した。
　花鳥園での一こま
です。

各種貸付等事業
　失業による就職活動中の資金（総合支援資金）貸
付の相談（受付、申請、貸付、毎月１回の経過報告を
受けての継続支援）の件数の激増に伴い、相談員を
新たに配置しました。京都府からの要請に応え、総合
支援資金の円滑な運用に努めることができました。
　他にも、不安定な経済情勢の中、ますます必要性
の高まっている、緊急小口資金等の貸付を行い生活
支援に取り組みました。

福祉サービス利用援助事業
（地域福祉権利擁護事業）
　認知症や知的障がい等、生活上の不安のある方が
自立した生活が送れるように日常生活の支援や金銭
管理等の援助を行うとともに、啓発のために広域
（京都府南部）で研修会を開催しました。

ボランティア活動支援事業
　市内のボランティアの拠点として木津老人福祉セ
ンター敷地内のプレハブを活用し、木津川市ボラン
ティアセンターを開所しました。専任のボランティア
コーディネーターがセンターに常駐することでセン
ター機能が充実し、市民のボランティア活動を一層
活発なものにすることができました。ボランティアの
研修、ボランティア情報紙の発行等に加え、被災地へ
の支援活動に行かれるボランティアの問い合わせや
保険等にも、スムーズに対応することができました。

　新しい施設「ケアセンター　ハッピーコスモス」の建設工事が無事終了し、平成２４年度の開所に向けて準備
を整えることができました。念願でありました新規事業「デイサービス事業」は、地域住民の要望にお応えでき
るよう施設整備を図ってまいりました。他の継続事業（居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴）につきましても、滞
りなく運営することができました。

支所活動・支部活動
　きめの細かい見守り合いの基本は小地域です。
「高齢者交流会」「ふれあいひろば」「世代間交流」
「いきいきふれあいサロン」など、楽しく集ってつな
がりづくりをしていただきました。
　在宅の高齢者や障がい者等を支える事業として、
「配食サービス」や「住民参加型助け合いサービス」
「生きがい対応型デイサービス」等にも力を入れて
まいりました。年々利用者が増え、市民に期待され
る事業となっております。

（単位：千円）

支　出
590,426

収　入
590,426

事業収入　5,225

バザー収入　1,736

貸付事業償還金　3,165
共同募金配分金　9,808
負担金　6,387

受託金　42,925

人件費
160,632

事務費　8,008

自立支援費等収入　3,739

会計区分間繰入金収入　1,848
雑収入　993
受取利息配当金　2,320

経理区分間繰入金
168,412

財務活動
152,488

施設整備等収入　9,711
助成金収入　481

会費　10,612
寄附金　1,565

介護保険収入
102,358

事業費
68,042

貸付事業費　3,441
返還金　2,953
助成金　12,861

負担金　329
雑支出　372

経理区分間繰入金支出
168,412

施設整備等支出
154,162

財務活動支出　4,940
次年度繰越金　6,274

補助金
66,653

　平成２３年度木津川市社協においては、「誰もが住
み慣れた地域で安心して住み続けることができる」
まちづくりをめざし“思いやり　あふれる笑顔　ひ
ろがる輪”を基本理念に事業活動に取り組みまし
た。
　社協活動を支えていただきました会員の皆様を
はじめ、各種募金活動等にご理解、ご協力を賜りま
した市民の皆様に心より感謝申し上げます。
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事業収入　5,225

バザー収入　1,736

貸付事業償還金　3,165
共同募金配分金　9,808
負担金　6,387

受託金　42,925

人件費
160,632

事務費　8,008

自立支援費等収入　3,739

会計区分間繰入金収入　1,848
雑収入　993
受取利息配当金　2,320

経理区分間繰入金
168,412

財務活動
152,488

施設整備等収入　9,711
助成金収入　481

会費　10,612
寄附金　1,565

介護保険収入
102,358

事業費
68,042

貸付事業費　3,441
返還金　2,953
助成金　12,861

負担金　329
雑支出　372

経理区分間繰入金支出
168,412

施設整備等支出
154,162

財務活動支出　4,940
次年度繰越金　6,274

補助金
66,653

　平成２３年度木津川市社協においては、「誰もが住
み慣れた地域で安心して住み続けることができる」
まちづくりをめざし“思いやり　あふれる笑顔　ひ
ろがる輪”を基本理念に事業活動に取り組みまし
た。
　社協活動を支えていただきました会員の皆様を
はじめ、各種募金活動等にご理解、ご協力を賜りま
した市民の皆様に心より感謝申し上げます。
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２ ３

ちまき

小地域（支所・支部）活動コーナー小地域（支所・支部）活動コーナー

5月27日（日）　初夏の1日
三世代交流いきいきサロンを開催
　大人38名（五番区・老人会・婦人の会・育友
会・民協・社協）子ども12名の参加があり、皆さ
んの熱気も相まって、熱いぐらいの集会所でし
た。
　邪気払いの効果があると言われる古くから
田舎で親しまれて来た「粽」作り
　ひたいに汗しながら懸命に伝授する高齢者
の方々、必死に習う若い世代、葦の葉の香りを
楽しみながらポップ
コーンをほおばる子
ども達…。
たいへん意義ある三
世代交流の1日でし
た。

　春光うららかな４月１９日（木）、加茂保健セン
ターに１２０名が集結。市制５周年を迎えた木津川
市。今回は、それにちなんだ楽しいプログラムが
目白押しでした。
　まずは、『難しい地名クイズ』。「坤町」「高麗
寺」「吐師」等々、頭を抱える一同。悩んだあげく
「これほんまに木津川市の地名？」も飛び出すほ
ど。
　『木津川市に伝わる昔話』では、「上池の鯉」
「ならずの柿」をはじめ身近な歴史秘話に感心し
きり。
　フィナーレは、懐かしの加茂音頭に合わせての
リフレッシュ体操。照れながらも役員に先導さ
れ、大きな身振り手振りでノリノリの参加者た
ち。「木津川市がもっと好きになったー」のコメン
トが溢れていました。

　５月１２日(土)３７回ふれあいサロンを新緑まば
ゆい中、65名参加し、鹿背山の公民館で開催し
ました。
　福祉委員さんの手作りの花見団子と寸劇に加
え、コーヒー、果物でおもてなし・・・楽しいひとと
きを過ごしました。

９月９日（日）
京都水族館（京都市下京区）
ウミガメやナポレオンフィッシュが悠々と泳ぐ大水槽、見事なアク
ロバットを披露するオットセイ、よちよち歩きのペンギンたち、大人
気のイルカショー等々、大都会のオアシスをひと時ご堪能くださ
い。
木津川市在住の障がい児・者と家族
８月１７日（金）
先着８０名
大人1,０００円、高校生以下５００円
※昼食費を含みます。
木津川市社協（☎７１－９５５９）
詳細は、参加申込者にお知らせします。

情報・お知らせ

水族館へ行こう！

日　時
行き先
内　容

参加対象
締切り
定　員
参加費

申込み

７月３日(火)
１０時～15時
木津老人福祉センター
健康体操と交流会
３００円
木津川市社協（☎７１－９５５９）

介護者リフレッシュ事業
参加者募集

日　時

会　場
内　容
参加費
申込み

障がい児・者のつどい参加者募集

住民参加型助け合いサービス

役員の紹介と変更
新副会長　　花田隆亘氏

社協理事　　児玉健兒氏から
　　　　　　馬　泰子氏
　　　　　　（地域代表選出）
社協評議員　中西　一氏から
　　　　　　出口隆義氏
　　　　　　（地域代表選出）
　　　　　　植田　富氏から
　　　　　　川島巴美子氏
　　　　　　（食生活改善推進員選出） 五番区、三世代交流

いきいきサロン（粽づくり）

春のふれあいのつどい
木津川三昧にご満悦

木津支所
春のつどい

鹿背山区支部ふれあいサロン

４月１１日(水)に京都嵐山方
面へ日帰り旅行に行きまし
た。
　参加者、民生委員、社協役

員、190名が４台の観光バスで平安神宮・嵐山方
面に早朝より出
発しました。
　時折雨・風に
見舞われた悪天
候の中でした
が、満開の桜と
懐石料理をたの
しみました。

　5月30日（水）、山城福祉センターで高齢者の
つどいを開催しました。
　参加者と役職員あわせて59名が参加し、グル
ープに分かれて、手作り大福を４種類も作りまし
た。
　食事のあとは、ギターとハーモニカの演奏が
あり、素敵な音色の中、目を閉じて聴いている方
や一緒に歌われる方など、いらっしゃいました。
　最後に健
康体操で体
を動かし気
持ちもリフ
レッシュして
幕を閉じま
した！

高齢者のつどい

協力会員募集中!!協力会員募集中!!　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さん
を募集中です。詳しくは下記までお問い合わせください。

※問合せ　木津川市社協（☎71-9559）

サービスの種類
家事支援サービス
軽易な介助サービス
福祉送迎サービス

ヘアーカットサービス

料金（最初の1時間）
700円
700円
700円
850円

延長（30分毎）
400円
400円
400円
400円

市内
市外

1回　　1,000円

はじめてご利用される方は会員登録してからの利用となります。

【利用会員】

【年会費】

木津川市に居住し、何らかの事情
によって日常生活を営むのに支
障のある方
（福祉送迎サービスにおいては、
要介護・要支援・障害者手帳をお
持ちの方）
年額1,000円

　今年の夏休みは、ボランティア体験してみませんか？初めてでもボ
ランティアさんがやさしくおしえてくれます。夏休みの思い出の１ペ
ージに、ふるってチャレンジしてください！お待ちしています。

今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！！
（夏期ボランティア体験学習の案内）

参加対象者
実施期間
実施場所

参加日数
参加費

参加条件
主　催

後　援

※今年はボランティア体験のみです

　　　　　答
坤町……「ひつじさるちょう」
高麗寺…「こまでら」
吐師……「はぜ」

木
津

木
津

山
城

山
城

加
茂

料
金
表

木津川市在住・在学の小学生（４年生以上）～中学生
７月２０日（金）～８月３１日（金）
木津川市内　※内容は、学校にてチラシ配布・ボランテ
ィアセンターに掲示
１日
１００円（保険料の一部負担）
全員ボランティア保険に加入します
それぞれ現地に集合可能なこと
木津川市社会福祉協議会・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
木津川市教育委員会
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小地域（支所・支部）活動コーナー小地域（支所・支部）活動コーナー
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三世代交流いきいきサロンを開催
　大人38名（五番区・老人会・婦人の会・育友
会・民協・社協）子ども12名の参加があり、皆さ
んの熱気も相まって、熱いぐらいの集会所でし
た。
　邪気払いの効果があると言われる古くから
田舎で親しまれて来た「粽」作り
　ひたいに汗しながら懸命に伝授する高齢者
の方々、必死に習う若い世代、葦の葉の香りを
楽しみながらポップ
コーンをほおばる子
ども達…。
たいへん意義ある三
世代交流の1日でし
た。

　春光うららかな４月１９日（木）、加茂保健セン
ターに１２０名が集結。市制５周年を迎えた木津川
市。今回は、それにちなんだ楽しいプログラムが
目白押しでした。
　まずは、『難しい地名クイズ』。「坤町」「高麗
寺」「吐師」等々、頭を抱える一同。悩んだあげく
「これほんまに木津川市の地名？」も飛び出すほ
ど。
　『木津川市に伝わる昔話』では、「上池の鯉」
「ならずの柿」をはじめ身近な歴史秘話に感心し
きり。
　フィナーレは、懐かしの加茂音頭に合わせての
リフレッシュ体操。照れながらも役員に先導さ
れ、大きな身振り手振りでノリノリの参加者た
ち。「木津川市がもっと好きになったー」のコメン
トが溢れていました。

　５月１２日(土)３７回ふれあいサロンを新緑まば
ゆい中、65名参加し、鹿背山の公民館で開催し
ました。
　福祉委員さんの手作りの花見団子と寸劇に加
え、コーヒー、果物でおもてなし・・・楽しいひとと
きを過ごしました。

９月９日（日）
京都水族館（京都市下京区）
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面に早朝より出
発しました。
　時折雨・風に
見舞われた悪天
候の中でした
が、満開の桜と
懐石料理をたの
しみました。

　5月30日（水）、山城福祉センターで高齢者の
つどいを開催しました。
　参加者と役職員あわせて59名が参加し、グル
ープに分かれて、手作り大福を４種類も作りまし
た。
　食事のあとは、ギターとハーモニカの演奏が
あり、素敵な音色の中、目を閉じて聴いている方
や一緒に歌われる方など、いらっしゃいました。
　最後に健
康体操で体
を動かし気
持ちもリフ
レッシュして
幕を閉じま
した！

高齢者のつどい

協力会員募集中!!協力会員募集中!!　住民参加型助け合いサービスでは家事・介助・送迎などのお世話のできる協力会員さん
を募集中です。詳しくは下記までお問い合わせください。
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延長（30分毎）
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1回　　1,000円

はじめてご利用される方は会員登録してからの利用となります。

【利用会員】

【年会費】

木津川市に居住し、何らかの事情
によって日常生活を営むのに支
障のある方
（福祉送迎サービスにおいては、
要介護・要支援・障害者手帳をお
持ちの方）
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　今年の夏休みは、ボランティア体験してみませんか？初めてでもボ
ランティアさんがやさしくおしえてくれます。夏休みの思い出の１ペ
ージに、ふるってチャレンジしてください！お待ちしています。

今年の夏は、ボランティアにチャレンジしよう！！
（夏期ボランティア体験学習の案内）

参加対象者
実施期間
実施場所

参加日数
参加費

参加条件
主　催

後　援

※今年はボランティア体験のみです
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坤町……「ひつじさるちょう」
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吐師……「はぜ」
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木津川市在住・在学の小学生（４年生以上）～中学生
７月２０日（金）～８月３１日（金）
木津川市内　※内容は、学校にてチラシ配布・ボランテ
ィアセンターに掲示
１日
１００円（保険料の一部負担）
全員ボランティア保険に加入します
それぞれ現地に集合可能なこと
木津川市社会福祉協議会・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
木津川市教育委員会
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社会福祉協議会

地域見守りネットワーク活動のしくみ

『地域の「絆」を考えよう』活動事例の発表と講演会
ご参加ください!!

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　7月6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　7月11日（水） 山城支所　7月27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
7月13日㈮
（7月2日８時30分
から予約受付）

8月10日㈮
（8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）

8月24日㈮
（8月1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

ケアセンターハッピーコスモス
木津川市社会福祉協議会　介護保険事業所

■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に、相
談は一人年１回に限らせていただき
ます。ご了承ください。

歌歌詩好友会 様 ……………20,427円
匿名 様…………………………5,000円
匿名 様………………………米（９０ｋｇ）
匿名 様………………………布、ボタン

善意のご寄付ありがとうございました

通所介護のボランティアに来ていただける方募集しています（問合わせは上記）

高齢者見守り隊事業 　身近な地域で見守りの必要な方々が安心して日々を過ごせる
ように、社協の見守り隊員をはじめ、様々な団体・機関が連携して
見守り活動を行っています。

　「住民同士で見守りあって安心し
て暮らせるまちをつくる」ことを目
的に地域の見守り活動の組織化に
取り組んでいます。
　「人を救うものは人の絆」である
ことを再認識した、昨今の自然災
害の多発。いま一度、地域の「絆」
について考えなおしてみましょう。

窓から広がる景色がよい

お風呂が温泉につかっているような気分が味わえて良い

お食事がほど良い味付けで見た目もきれいで楽しみにしています

自分で選んで自分のしたい事ができてうれしい

カラオケが本格的カラオケルームで歌えて気持ちが良い

施設内通貨シードでお金を使う楽しみがあってよい
（コーヒー・お菓子を買えてうれしい）

無料体験随時受付中！！ ☎０７７４-７３-１６００（デイ直通）
☎0774-７３-２０８０（代表）

若がえる

食べてかえる

楽しみをかえる

楽しみをかえる

元気にかえる

気分をかえる

お
客
様
の
声

４月から開所しました
ケアセンターハッピーコスモスデイサービスの
様子をご紹介します

食べる楽しみ

自由で楽しい空間

施設内通貨

シードをためる

流しそうめんごはん
鶏の塩麹焼き
茄子の揚げ煮
山芋ともずくの酢の物
味噌汁

ごはん
鯖の味噌煮
キャベツのサラダ
じゃが芋きんぴら風
すまし汁

栄養のバランスを考えた手作りの美味しいお食事を提供しています。

好きなこと・やってみたいことを選んでいただき、趣味や
関心のあることにもチャレンジするあなたを応援します。

送迎します

スリング（転倒防止運動）

来所

きめる

つかう

●野菜の水やり
●タオルたたみ
●館内の歩行練習
●スリング●入浴
　等

●喫茶・カラオケ
●パチンコ●ネイルアート
●メイクアップ●手芸
●ハンドマッサージ
　等

稼ぐ！貯める！使う
施設内通貨『シード』の
採用により、活動意欲を
高めます。

民生児童委員

家族・親族
見守り隊員

（お元気サポーター）

近隣住民
隣組自治会など

医師・弁護士
などの専門家

市役所

警察署
消防署

郵便局・宅配業
スーパー・銀行
などの業者

福祉サービス
事業所

（ヘルパー・ケアマネージャー）

見守り対象者

献立の一例 こんなお楽しみもあります

１日のしたい
メニューを決
める

たくさんの方のご参加をお待ち
しています。

７月１４日（土）
１４時～１６時３０分
加茂文化センター
（あじさいホール）
①地域での見守りの
　事例発表
②講演『見守り活動と
　災害支援』
桃山学院大学社会学部
社会福祉学科
教授 石田易司　氏
７月１０日（火）

日 　 時

場 　 所

内 　 容

講 師

申込締切

受賞おめでとうございます。

受賞おめでとうございます。

受賞おめでとうございます。受賞おめでとうございます。
　公益財団法人　京都オムロン地域協力基金の第27回ヒ
ューマン大賞を、社協理事でもある山城ぬくもりの里の細
井恵美子氏が受賞されました。
　ヒューマン大賞とは・・「地域の社会福祉」等の分野で、広
く社会貢献をされ、顕著な功績のあった方々を対象とした
賞です。

問合せ　木津川市社協（☎71-9559）
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ハッピー
コスモスちゃん

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

あなたも、ボランティアを
しませんか？ 
　現在ボランティアセンターに登録され
ているボランティアです。
　あなたも趣味を生かしてボランティア
をしてみませんか？

ボランティア活動紹介・・・あじさいを育てる会　（加茂支所）

　旧加茂町の町花「あじさい」で一杯にして、住みよいまちづくりと潤いのある豊かな緑を活かした自然
環境を充実するために、会を設立してはや９年を迎えました。現在までに主な
あじさいの植栽場所は、南加茂台地区公園の縁取りや恭仁京跡・市立南加茂
台小学校・加茂小学校で９００本を会員の挿し木により若苗を育成し植栽しまし
た。具体的には、４～１０月までは、毎月除草作業を実施し、１１月には休耕田
に今年の苗を移植しています。作業内容は、男女問わず２時間程度の軽作業
です。　加茂を、あじさいで一杯に咲かせ一人でも多くの方が後世に伝承す
る為に当会に加入して楽しく活動しませんか、お誘い申し上げます。

　探しています！！子どもの大好きな方急募してます。
お友達同士での参加も。ボランティア初めての方でも。
【内容】おもちゃの準備・貸出しの手続き
　子どもたちに当日遊んでもらうおもちゃを準備し、そ
の中で気に入ったおもちゃがあれば、家でも楽しく遊ん
でもらえるように貸出します。
◎木津地域
　【日時・場所】
　毎月第2木曜日　10時～11時40分ぐらい　　　
　木津東部子育て支援センター（梅美台保育園内）
◎山城地域
　【日時・場所】
　毎月第4木曜日　9時30分～12時
　山城保健センター 2階

　去る５月10日㈭に木津川台のオムロン株式会社京阪奈イ
ノベーションセンターにおいて、手話サークル「てのひら」
と木津川市キャラバンメイトの入江氏に協力していただ
き、オムロン職員30名の福祉体験研修を実施しました。
　いづみ福祉会
においても、同
職員に福祉奉仕
活動を行ってい
ただきました。
お疲れ様でし
た。ご協力いた
だきましたいづ
み福祉会様あり
がとうございま
す。

おもちゃの図書館

～加茂を、あじさいで一杯にしよう～

ボランティアさん（急募）

企業と連携で地域福祉を企業と連携で地域福祉を

～皆でつなごう！地域のきずな～～皆でつなごう！地域のきずな～
防災ワークショップ防災ワークショップ

住民参加型助け合いサービス住民参加型助け合いサービス

　あの東日本大震災から１年余り。地域住民が災害時に役立つ知識と技術を学びながら“いざという時”に
助け合えるつながりを作ることを目的に開催します。
　「炊き出し体験」や「給水車体験」など子どもから大人まで楽しく学べるプログラムを用意してお待ちし
ています。お気軽にご参加ください。

　住民参加型助け合いサービスとは、“困ったときはお互いさま”の気持ちを持つ人たちが会員となり、有
料（実費程度）で清掃、洗濯及び買い物や病院への送迎などのサポートを行うものです。（詳しくはＰ4）

当尾支部・南加茂台支部
７月21日（土）～22日（日）
14時～翌日11時
南加茂台小学校体育館

加茂支部
９月1日（土）
10時～15時30分
加茂体育館

木津町区支部
8月5日（日）
10時～14時
いずみホール

相楽台支部
11月18日（日）
10時～13時
相楽台小学校

●コーラスグループ
●交流グループ
●子育てグループ
●楽器演奏グループ
●マジックサークル
●アロマオイルによるフィットネス
●要約筆記グループ
●人形劇グループ
●施設支援（シーツ替え等）グループ
●地域サロングループ
●美容ボランティア（美顔・メイク他） 等

イオン黄色いレシートキャンペーンに
参加してます。ご協力を・・・ 
　イオン高の原で毎月１１日の「イオン・
デー」にイオンから渡される黄色のレシー
トを店に設置された木津川市社協と書かれ
たボックスに投函してください。その投函
されたレシート金額の
総額１％相当の金額が
希望する商品に変え
て、還元されます。応
援、ご協力の程よろし
くお願いいたします。

認知症サポーター養成講座（キャラバンメ
イト出張）のご依頼等は、老人会、自治会、
企業様他もうけたまわっておりますので、
どしどしお申込みください。

2階のサービスカウンターの横
（食品レジの前あたり）

起震車体験の様子

ただいまの震度は6です

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
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