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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

　竹工房かもめは、加茂地域（高田、尻枝、
兎並）の間伐材を利用した竹製品の製作をし
ています。活動場所は、銭司の茶工場跡で作
業しています。毎週日曜日10時～16時まで製
作活動をし、
月1回間伐を
予定してい
ます。一緒に
活動してみ
ませんか？

　傾聴とは、相手との信頼関係を作ることか
らはじまり、相手の話を否定することなくき
ちんと受け止めて聴く技術を身につけるもの
です。よりよいコミュニケーションを図り、
高齢者や障害者の方が、地域で生き生きと暮
らすお手伝いにもなります。
　あなたも傾聴からボランティアをはじめて
みませんか。

　5回目を迎えた防災ワークショップ。今回は“親子で考える防災”として、7月21日（土）～22日（日）
の両日、南加茂台小学校で開催。160名を超える参加者が集結。
　体育館にテントを張っての避難所体験。参加者からは「夜の寝泊まりはきつかったが、実際の避難
所生活はもっと過酷かもしれない。でも、このような意義深い研修には、来年もまた参加したい」と
の声。
　翌朝の「おはようウォーキング」では、40名の小学生が参加。出会った住民に元気良くあいさつす
る姿が見られ、この催しによって“地域のつながり”がまた一歩積み上げられたように感じました。

竹工房かもめ

防災ワークショップ当尾・南加茂台 避難所体験でつながる地域

　私達は、音楽演奏ボランティアです。ギタ
ー、トランペット等管楽器で構成されていま
す。レパートリーは、みなさんのご存じの演
歌、いつまでも愛されている童謡、聞きやす
く楽しくなるポップスなどです。現在は、障
がい者施設・地
域のサロンをは
じめいろいろな
場所で活動して
います。
　演奏のご要望
は是非！！

あじさいハーモニー

ボランティア体験学習を終えてボランティア体験学習を終えて

　小学校４年から中学校３年までの64名の参
加者が、26のボランティアグループの協力を
得て、夏休み期間中のボランティア体験学習
を終えることが出来ました。

『手話サークルかたつむり』の様子

『てくてく』の様子

『おもちゃの図書館』の様子

ボランティアさん活動中

傾聴ボランティア講習会

テントの組み立ておはようウォーキング

日　時　9月28日（金）13時30分～
場　所　関西光科学研究所　多目的ホール　大ホール
内　容　傾聴とは…　傾聴ボランティアの心構え
講　師　NPO法人　kun　こころの宮
　　　　代表　長原　洋子　氏
対　象　木津川市民で傾聴やボランティアに興味の
　　　　ある方
定　員　100名（※定員になり次第締切）
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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　9月7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　9月12日（水） 山城支所　9月28日（金）

法律相談
（定員 各5名）

申込・問合せ：木津川市社協  ☎71-9559

木津老人福祉センター
9月14日㈮
（9月3日８時30分
から予約受付）

10月12日㈮
（10月1日８時30分
から予約受付）

9月28日㈮
（9月3日８時30分
から予約受付）

10月26日㈮
（10月1日８時30分
から予約受付）

13時30分～16時13時～15時30分

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。
■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。

情報・お知らせ

“商店・企業の見守り隊”養成講座

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

　７月８日（日）恒例の高齢者交流会を恭仁小
学校講堂で開催しました。
　千田やすし氏の腹話術では、５歳のヒカルち
ゃんの繰り出す毒舌に場内大爆笑
　バンド演奏では、「上を向いて歩こう」「知床
旅情」「青い山脈」など参加者の青春時代の名
曲を熱唱。
　ぎんさんの子ど
も４姉妹の健康法
や楽しい読み聞
かせコーナーな
ど盛りだくさんの
プログラムに、ご
満悦でした。

瓶原支部夏の交流会
青春ソングで大熱唱

南加茂台支部夏の交流会
大満足の

ビール工場見学
　７月12日（木）お待ちかねの高齢者交流会。
今回も130名の大所帯です。大雨の中、南加
茂台公民館を出発。初めての方、久しぶりの
方も東映太秦映画村に大満足。昼食時、窓か
ら見える桂川の大水量にびっくり。
　最後の目的地は、お楽しみのサントリービ
ール工場。試飲に一同上機嫌の様子。のどご
しも格別だったようで、その後、予定コース
にない臨時停車も…。
　普段接することの少ない方とも交流の機会
となり、帰路の車中も「次回はどこへ」の声
が溢れていました。

第1回
介護者リフレッシュ事業の報告
　７月３日（火）木津老人福祉ｾﾝﾀｰで第１回介護
者リフレッシュ事業を開催しました。７名の参加
で、宮井先生を招いて、健康体操を教えていた
だきました。
　日々家事や介護で体を動かした後でもストレッ
チをすることが大切であるとか、少しの時間で
も筋を伸ばすことの大切さを教えていただきま
した。３月にご一緒した方の中には介護を卒業さ
れた方もおられますが、新たなメンバーも加わっ
てのリフレッシュ事業になりました。
　「日頃の運動不足の体が心地よくほぐれ、身も
こころも軽くなりました」とたいへん好評でした。

高齢者見守り隊・役職員合同研修
見守りで大切なのは日頃からの関係づくり見守りで大切なのは日頃からの関係づくり
　７月１４日（土）加茂文化センターで高齢者見
守り隊・役職員合同研修を開催しました。２１１
名の参加者が、各地域で見守り活動を行ってい
る方々の発表に耳を傾け、笑いが起こったり、
関心の声が漏れたりと真剣な眼差しでした。
　基調講演では、桃山学院大学社会学部社会福
祉学科教授、石田易司先生が「見守り活動と災
害支援」と題して、日頃の関わりあいができて
いると「いざ」という時に役立つので、日頃か
ら意識して関係を作っていくことの大切さを話
されました。

10月11日（木）19時～21時
中央交流会館（いずみホール）
商店・企業・商工会など
60名
実践報告
　■新聞屋さんの取り組み報告
　■福祉関係者からの事例報告
意見交換会

木津川市社協　☎７１-９５５９

日　時
会　場
対象者
定　員
内　容

申込・問合せ

～商売人が支える地域の福祉～

参加者募集

　無縁社会・孤独死や悪質商法などが社会問題として
取り上げられ、また各地の災害を通して「人と人の絆」
の大切さが再認識されています。
　木津川市社協では、「誰もが安心して暮らせるまち
をつくる」ことを目的に見守り活動に取り組んでいま
す。
　今回は、地域の消費生活を支えている〝商店・企業〟
の皆さんにも見守り活動の輪に加わっていただき、地
域の安心の輪を広げていきたいと思います。

ひとり暮らし高齢者・高齢世帯を励ます会
西部地域
１０月９日(火)１１時～15時
東部地域
１０月１０日(水)１１時～15時
中央交流会館（いずみホール）
木津地域にお住まいで昭和１３年
１２月３１日以前生まれの数え年７５
歳以上の方でひとり暮らしの方と
高齢世帯
昼食会・交流会、ボランティアによ
る演芸
５００円　※当日いただきます。
地域の民生委員又は地域の支部長
木津川市社協木津支所（☎７２-５５３２）
９月２1日(金)

日　時

会　場
対象者

内　容

参加費
申込先

締切り

木津川市社会福祉協議会職員募集
事務職員（正規職員・嘱託職員）
若干名
昭和52年4月2日以降に生まれた方で、
正規職員：社会福祉士の有資格者(資格取
得見込者を含む)
嘱託職員：高等学校卒業又はこれと同等
の学力を有する方(卒業見込者を含む)
正規・嘱託ともにパソコンが使える方、普
通自動車免許を有する方
平成２５年４月１日
所定申込書、履歴書（写真添付）を木津川市
社協本所へ提出ください。
申込書・募集要項は社協本所でお渡ししま
す。
平成２4年９月３日（月）～９月２０日（木）
8時30分～17時15分（土・日を除く）
木津川市社協 ☎0774-７１-９５５９

募集職種
採用人数
受験資格

　

採用時期
申込方法

受付期間

問 合 せ

匿名 様…………………10,000円
匿名 様……………………5,000円
匿名 様……………………5,000円

吉田綾子様 ……………シニアカー
匿名 様…………土鍋、水切かご等

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。
（9月3日から予約受付）

日　時：9月19日（水）13時30分～1６時
会　場：精華町地域福祉センター
申込・問合せ：精華町社協 （☎94-4573）
木津川市・相楽郡在住であればどなたでもご利用いただけます。

活動する方のキーワード
●得意な分野、関心ある分野で!
●結果と過程を大切に!
●「お互いさま」の心をもって
●「期待」はするが「しすぎない」
●「いざ!」の時だけでは動けない「いつも」
　があってこそ「いざ!」がある

講演資料より抜粋
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司法書士法律相談
必ず電話で予約してください。
（9月3日から予約受付）

日　時：9月19日（水）13時30分～1６時
会　場：精華町地域福祉センター
申込・問合せ：精華町社協 （☎94-4573）
木津川市・相楽郡在住であればどなたでもご利用いただけます。

活動する方のキーワード
●得意な分野、関心ある分野で!
●結果と過程を大切に!
●「お互いさま」の心をもって
●「期待」はするが「しすぎない」
●「いざ!」の時だけでは動けない「いつも」
　があってこそ「いざ!」がある

講演資料より抜粋
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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

　竹工房かもめは、加茂地域（高田、尻枝、
兎並）の間伐材を利用した竹製品の製作をし
ています。活動場所は、銭司の茶工場跡で作
業しています。毎週日曜日10時～16時まで製
作活動をし、
月1回間伐を
予定してい
ます。一緒に
活動してみ
ませんか？

　傾聴とは、相手との信頼関係を作ることか
らはじまり、相手の話を否定することなくき
ちんと受け止めて聴く技術を身につけるもの
です。よりよいコミュニケーションを図り、
高齢者や障害者の方が、地域で生き生きと暮
らすお手伝いにもなります。
　あなたも傾聴からボランティアをはじめて
みませんか。

　5回目を迎えた防災ワークショップ。今回は“親子で考える防災”として、7月21日（土）～22日（日）
の両日、南加茂台小学校で開催。160名を超える参加者が集結。
　体育館にテントを張っての避難所体験。参加者からは「夜の寝泊まりはきつかったが、実際の避難
所生活はもっと過酷かもしれない。でも、このような意義深い研修には、来年もまた参加したい」と
の声。
　翌朝の「おはようウォーキング」では、40名の小学生が参加。出会った住民に元気良くあいさつす
る姿が見られ、この催しによって“地域のつながり”がまた一歩積み上げられたように感じました。

竹工房かもめ

防災ワークショップ当尾・南加茂台 避難所体験でつながる地域

　私達は、音楽演奏ボランティアです。ギタ
ー、トランペット等管楽器で構成されていま
す。レパートリーは、みなさんのご存じの演
歌、いつまでも愛されている童謡、聞きやす
く楽しくなるポップスなどです。現在は、障
がい者施設・地
域のサロンをは
じめいろいろな
場所で活動して
います。
　演奏のご要望
は是非！！

あじさいハーモニー

ボランティア体験学習を終えてボランティア体験学習を終えて

　小学校４年から中学校３年までの64名の参
加者が、26のボランティアグループの協力を
得て、夏休み期間中のボランティア体験学習
を終えることが出来ました。

『手話サークルかたつむり』の様子

『てくてく』の様子

『おもちゃの図書館』の様子

ボランティアさん活動中

傾聴ボランティア講習会

テントの組み立ておはようウォーキング

日　時　9月28日（金）13時30分～
場　所　関西光科学研究所　多目的ホール　大ホール
内　容　傾聴とは…　傾聴ボランティアの心構え
講　師　NPO法人　kun　こころの宮
　　　　代表　長原　洋子　氏
対　象　木津川市民で傾聴やボランティアに興味の
　　　　ある方
定　員　100名（※定員になり次第締切）

URL ht tp : / /www.kyoshakyo .o r . j p /k i zugawa/
木津川市社協だより

平成24年

No.51
9月号思いやり

ひろがる
輪

あふれる
笑顔

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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