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　１２月４日(火)木津支所は老人福祉センターでボランティア
「のぞみ会」の指導でお正月向けのクラフト作りと昼食・交流
会を開催しました。参加者２０名と支所運営委員と育栄会の皆
さんで楽しい時間を過ごすことができました。鶴の変わり折に
は、皆さん少々戸惑っていましたが、出来上がった力作揃いの
作品を前に話の輪も広がりました。育栄会の手作り弁当に舌
鼓・・・クラフトをお土産にお別れしました。

高齢者冬のつどい
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社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
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日　時

場　所
対　象
テキスト代
申込締切
問合せ

３月2日（土）9時～17時
　　3日（日）9時～12時
木津老人福祉センター（木津川端19番地）
木津川市在住の方で65歳までの方
1,500円（社協の協力会員に登録された方は無料です）
2月20日
木津川市社協　（☎71-9559）

年頭のあいさつ 社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会
　　　　　　会　長　　　田　　茂

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、ご健勝にて新年をお迎え
のことと心よりお慶び申し上げます。
　旧年中は、木津川市社会福祉協議会に深いご支
援・ご協力を賜り、役職員一同衷心より厚くお礼申
し上げます。
　昨年は4月1日に、介護保険事業所『ケアセンター
ハッピーコスモス』を新設するとともに、ディサー
ビス事業を増設いたしました。ご利用いただいてい
ます皆様には大変好評いただいています。
　昨年8月宇治市で豪雨災害が発生しました。何時・
何処でどんな災害が発生するかわかりません。当社
協では、災害時の『役職員初動マニュアル』を作成
し、役職員研修を実施すると共に『災害ボランティ
アセンター』の設置準備を進めているところであり
ます。
　当社協が実施している福祉サービスも多岐にわ
たり虐待、家庭内暴力、孤独死、高齢者に対する詐欺
的商法、引きこもり、ゴミ屋敷等の問題があります。

　これらの問題は、近隣関係の希
薄化や家族構造の変容による単
独世帯の増加が大きな原因にな
っているのではと思われます。
　当社協では、地域での見守り活
動や人と人とのつながり作りに取り組んでいます
が、地域住民や福祉関係者だけでは、その願いは叶
いません。そこで、昨年新たに企業や商店の方々に
「見守り隊」に加盟していただき、見守り隊活動を更
に広げて参ることにいたしました。
　加盟店には、目印となる「見守り隊加盟店」のステ
ッカーを店頭と営業車に取付け活動していただき
ます。
　今後も、市民の皆様のご理解あるご支援・ご協力
を得て事業を推進して参る所存であります。
　結びにあたり、皆様のご健勝とご多幸を心からご
祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

福祉有償運送「運転協力者」講習会の受講者募集

世代間交流冬のつどいの案内

木津会場加茂会場山城会場

第３回木津川市福祉大会

小地域・支所・支部コーナー

配食サービスクリスマス会
　　　　12月16日（日）に加茂文化センターで配食サービスの利
用者・調理ボランティア・配達ボランティア3者が交流するクリ
スマス会を開催しました。おいしいお弁当とケーキに舌鼓を打
ち、真夏のハワイを思わせるウクレレ演奏に皆さん聴き入ってい
らっしゃいました。最後はお元気弁当賛歌の大合唱で楽しいひと
ときを締めくくりました。

いきいきサロンで
メリークリスマス！！山城山城

加茂

上狛南部高齢者食事会

　11月18日（日）上狛６番区支部から10番区
支部までの５支部が合同で食事会を開催しま
した。
　79名の参加があり美味しい食事と、ボラン
ティアさんによるマジックと楽器演奏、また
お友達同士のお喋りを楽しまれました。参加
者の皆さんは顔がほ
ころび「来年も元気
に参加したいね」と
口々におっしゃって
いました。

　12月14日（金）山城地域のサロンにサンタ
クロースがプレゼントをもってやってきまし
た♪
　大きな袋から出てくるプレゼントにみなさ
ん大喜び！
　お互いのプレゼント
を見せ合ったり、サン
タへ温かい言葉をかけ
てくださったり、笑顔
いっぱいで楽しい時間
を過ごしました。

世代を超えて楽しめるプログラムを用意しています。ふるってご参加ください♪

男子厨房に入ろう会様

きらリスト様

育児サークルはとぽっぽ様
木津川市グランドゴルフ大会

……………１５，０００円
（ふれあいひろば）

…………………………２，９５０円
（ふれあいひろば）
………１０，０００円
………3,8００円

匿名様
匿名様
匿名様
匿名様
匿名様

………………………………７，０００円
………………………………５，０００円
………………米９０ｋｇ（配食用食材）
………………米３０ｋｇ（配食用食材）
…………………………………菓子等

善意のご寄付ありがとうございました

　福祉送迎サ－ビスは、公共交通機関を利用するのが困難な人の移動を支援するものです。送迎
サ－ビスの特性から優しい運転が求められ、高い安全性も求められます。
　「だれでも、いつでも、どこにでも」安心して出かけられる社会を創るために、一人でも多くの
人が運転者となって活躍されることを期待しています。
　上手な運転と、協力者になろうという意
欲と、さらに利用者の安全や安心への配慮
を意識的に行うことによって、送迎サ－ビ
スに適した運転をするための講習会を開催
します。
　一人でも多くの方々の受講をお願いしま
す。

【と　き】 １月26日（土）
　　　　　10時～12時30分

【ところ】 木津老人福祉センター
【内　容】 おもちつき・ジャンボカ

ルタ・昔の遊び（けん玉、
コマ等）　他

【申込締切】 １月18日（金）
【問合せ】 木津支所（☎72－5532）

【と　き】 １月19日（土）
　　　　　11時～15時

【ところ】 加茂ふれあいセンター
【内　容】 おもちつき・ミニ運動

会・ゆるキャラカルタ・
　　　　 うた他

【申込締切】 １月11日（金）
【問合せ】 加茂支所（☎76－4338）

【と　き】 １月19日（土）
　　　　　10時～12時

【ところ】 やすらぎ苑
【内　容】 おもちつき・ジャンボカ

ルタ・昔の遊び（けん玉、
コマ等）　他

【申込締切】 １月11日（金）
【問合せ】 山城支所（☎86－4151）

内　　容

活動紹介
物品販売
主　　催
問合せ先
送迎バスを運行します。詳しくは2月号折り込チラシで

第１部　《式　典》
　　　　表彰状及び感謝状贈呈　木津川市市長表彰・木津川市社協会長表彰
第２部　《記念講演》
　　　　「命を守るために知っておきたい気象の知識」
　　　　　講師　　村山貢司氏（気象予報士）　＊ＮＨＫのニュース等に出演
　　　　「木津川市の避難準備情報について」
　　　　　木津川市総務部総務課危機管理室室長
第３部　《アトラクション》
　　　　　木津川市少年少女合唱団
パネル展示・情報発信（社協地域福祉活動・ボランティア活動）
手作り品販売（ボランティア、作業所）/コーヒー無料提供（たまりば）
木津川市/木津川市社会福祉協議会
木津川市社協　☎71-9559

日　時　２月16日（土）13時～16時30分（開場12時30分）
会　場　アスピアやましろ

　木津川市の福祉に貢献してくださいました方々に感謝の意を表するとともに、木津川市の福祉につ
いてみんなで考える機会にすることを目的に開催します。
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　〈ノリノリの「ゆるキャラトリオ」〉

　〈車イスを使って避難所誘導〉

　〈中学生による演奏〉　〈模擬店ににぎわう人たち〉

〈大賑わいの青空野菜市〉

木津川市社協役職員研修を実施

ｉｎきづ

～災害が起こったらどう動く？～

　10月28日（日）いずみホールにて、開催し
ました。
　あいにくの悪天候の中での開催でした
が、木津支所では、新たな取り組みとして野
菜市・民生委員さんのおぜんざい・ボラン
ティアさんの焼きそばをはじめ手作りの模
擬店も好評の内に売り切れ、ボランティア
体験・手作り体験・舞台発表とたくさんの
ご参加をいただき
ました。小さなお
子さんから高齢者
の方々までたくさ
んの方々が参加し
たひろばの開催と
なりました。

ｉｎやましろ

ふれあいひろばの報告

ｉｎかも

　10月21日（日）アスピアやましろにて、開催しま
した。
　ボランティアグループや食改、作業所の模擬店に
は大行列ができるほどの賑わい。また、舞台発表で
は、素敵な歌声、かわいい子供のダンス、クラシック
ギターの奏でや妖艶なフラダンスで華やぎました。
　小学生と保育園児による絵画展には、感嘆の声が
あがっていました。
　ボランティア体験や啓発、昔の遊び体験、赤い羽
根共同募金活動の啓発
など、住民のみなさま
に社協活動を知っても
らうことができる貴重
な１日となりました。

　11月18日（日）、市役所加茂支所前広場と加茂文化センターにて、開催されたこの催し。満載のプ
ログラムを多くの皆様にお楽しみいただき、ふれあいの輪が広がりました。
　風物詩となった青空野菜市では、市民の皆様のご協力で新鮮野菜がズラリと勢揃い。売れ行きも
好調で、福祉活動の貴重な財源として活用させ
ていただきます。
　また、新たな取り組みでは、「ゆるキャラトリ
オ」が登場し、会場を大いに盛り上げてくれま
した。
　野菜の提供をはじめご協力くださいました
皆様、誠にありがとうございました。

　11月５日（月）木津川市中央体育館で役職員研修を開催しました。当
日は、68名の参加があり、昨年度作成した『災害時役職員初動マニュア
ル』に沿って、災害時の地域での社協役員の動きを説明しました。
　局地的な豪雨により、天井川や小規模河川が増水し、避難準備情報が
出された想定で、地域の見守り対象者を訪ねて安否確認を行い、「車いす
利用者」「寝たきりの方」をそれぞれ車いす、毛布を用いて避難所まで誘
導する演習を行いました。また、救急搬送が必要な方への対応として、
消防署への救急要請の方法を学びました。
　その後、「宇治市災害ボランティアセンターに学ぶ」と題し、京都府南

部豪雨災害の際に宇治市へ支援に入られていた京都府社会福祉協議会の渡邊一真氏から話を伺い、最
後に研修の振り返りとして各グループで５分程度意見交換をして、班代表から意見を発表し、皆で共
有しました。
　今後は地域で実動できる様にマニュアルを理解し、地域で支援を必要とされる方々が少しでも安心
して暮らせるように取り組んでいきたいと考えています。

防災ワークショップ
　11月18日(日)相楽台小学校の体育館で自主
防災会と社協支部の共催で防災ワークショッ
プを開催しました。
　災害ボランティアセンターの説明と宇治市
災害ボランティアセンターの活動紹介をしま
した。相楽台区支部の活動をDVDで紹介した
り、また参加者には、災害時の非常食アルフ
ァ米の試食をしていただきました。
　避難所での
訓練を重ねて
地域のなかで
顔の見える関
係作りが出来
れば…と思っ
ています。

防災ワークショップ
　11月25日
(日)鹿背山公
民館で自主防
災会・老人ク
ラブと社協支
部の共催で防
災ワークショ
ップを開催し
ました。
　消火訓練・
AEDの取扱方法を中部消防本部の職員の方か
ら指導を受けました。消火器は、何度訓練し
てもあわててしまいなかなかうまくいきませ
ん。地域で安心して暮らしていける街づくり
を目指して訓練しました。

　12月6日(木)午後、約67名の参加で「ふれ
あいサロン」を開催。来賓挨拶に続き「愛栽
家族」の河本社長の野菜づくりの講演、自称
肥料屋・苗づくりのプロとしての秘伝を交え
ての話に、老練プロ達も熱心にメモっておら
れました。講演後には、プロ級の質問も出さ
れました。
　次に、全員で大正琴の伴奏に合わせ懐メロ
を大声で合唱し、世間話など、時を忘れて楽
しく過ごされました。
　同時に、福祉委員も、持ち寄った自慢の野
菜などで豚汁、
赤飯などをこし
らえ、お世話を
しながらも和気
あいあいの時間
を過ごしまし

　12月2日(日)
兜 台 集 会 所
で、「第13回
会員作品展」
を開催しまし
た。
　今 回 も 油

彩、水彩などの絵画、漢詩、甲骨文字などを
題材にした書、彫刻、パッチワーク、洋裁、
編み物や手芸品などの素晴らしい作品が会場
いっぱいに展示され、100名を超える多くの
来場の皆様にご鑑賞いただきました。
　また、会場の一角では絵手紙を作成、和室
では福祉委員手作りの「ぜんざい」を賞味し
ながらご歓談いただきました。
　午後3時、バイオリンと尺八による「蛍の光」
を合図に楽しい「ふれあいサロン兜台」の幕
を閉じました。　　　

相楽台区支部 鹿背山区支部

兜台区支部 市坂区支部

木津川市内でご協力いただいた額を報告します。
　赤い羽根共同募金
　歳末たすけあい募金

募金は地域福祉活動に活かしていきます。

共同募金運動
にあたたかい
ご協力をいた
だき、ありが
とうございま
した。

共同募金報告

4,978,963円
　 2,257,337円

（12月7日現在）

介護者リフレッシュ事業
　11月30日(金)介護者リフレッシュ事業で13人の参加
があり琵琶湖方面に出かけました。浜大津港を出港、
穏やかな琵琶湖をミシガン外輪船に揺られ楽しいひと
ときでした。船内ではミニライブがあり懐かしいポピ
ュラー音楽の演奏に手拍子をしながらゆったりとした
時間を過ごすこと
が出来ました。介
護は毎日大変です
が、今日一日は日
常を忘れてお喋り
にお買い物にリフ
レッシュタイムを
満喫しました。

木津
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相 談 コ ー ーナ

1月21日（月）9時30分～12時（1月１1日から予約受付）
会　場：南山城村文化会館　やまなみホール
申込み・問合せ：南山城村社協 （☎0743-93-0580）

あなたの地域はこんなにあったかい ～日常生活を支える生活支援員～

と　き
ところ
内　容

2月21日（木）13：30～16：00
京田辺市社会福祉センター　
パネルディスカッション
コーディネーター：龍谷大学　岡野英一氏
報告者
八幡市社協　生活支援員　森本茂子氏
井手町社協　生活支援員　柴田　功氏

参加対象
申込締切

申込・問合せ
主　　催

誰もが暮らしやすい地域づくりに興味のある方
2月8日（金）

（定員100名　定員になり次第締め切ります。）
木津川市社協　☎71-9559
宇治市・井手町・京田辺市・木津川市・八幡市・
井手町・宇治田原町・久御山町・精華町の各社
協、京都府社協

　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。 　ケアセンターハッピーコスモスも早９ケ月が経ちました。

デイサービスでは、季節ごとにいろいろと行事を実施しており、今ではたくさんのご利用者さんに楽しんで
いただき大変好評をいただいております。
その一部をご紹介します

　１１月１５日　防火訓練を実施。当日は通報訓練から始まり、避難訓練、消火訓練と一連の流れに沿
った自主防災は、職員にとって防災に対するよい体験の場となりました。また、デイサービスご利用
の２２名のみなさんは、スタッフに付き添われ無事避難することができました。
　相楽中部消防本部職員から消火器を使っての消火練習を学び、本日の訓練の総評では、利用者さ
んをグループごとに上手く誘導されていたので大変良かった。との評価をいただきました。
　最後にますます寒くなってくるので、「火を出さないように心がける」ことが一番大切であると話を
していただきました。

　11月には、利用者さんと干し柿
作り。ご好意で頂いた300個の渋柿
をむくのも、昔を思い出し、しめ縄
縫いをするのも手馴れたもの。
　軒下に吊るして2週間後にみんな
の口に。甘くて美味しいと大好評で
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

干し柿作り

他にこんなことも…

防火訓練

【問合せ】木津川市社協(☎71-9559)

I♥地域　生活支援サポーター講座

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　1月4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　1月9日（水） 山城支所　1月25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
1月11日㈮

（1月4日８時30分
から予約受付）

2月8日㈮
（2月1日８時30分

から予約受付）

1月25日㈮
（1月4日８時30分

から予約受付）

2月22日㈮
（2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
談は一人年間（4月～3月）１回に限ら
せていただきます。ご了承ください。

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・相楽郡在住であればどなたでもご利用いただけます。

　社協が実施している“福祉サービス利用援助事業”の取り組みや生活支援員の活動を通して、「誰もが
暮らしやすい地域づくり」について一緒に考える講座です。
皆さまのご参加お待ちしております。

介護保険事業所

新しい事業所で
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デイサービスでは、季節ごとにいろいろと行事を実施しており、今ではたくさんのご利用者さんに楽しんで
いただき大変好評をいただいております。
その一部をご紹介します

　１１月１５日　防火訓練を実施。当日は通報訓練から始まり、避難訓練、消火訓練と一連の流れに沿
った自主防災は、職員にとって防災に対するよい体験の場となりました。また、デイサービスご利用
の２２名のみなさんは、スタッフに付き添われ無事避難することができました。
　相楽中部消防本部職員から消火器を使っての消火練習を学び、本日の訓練の総評では、利用者さ
んをグループごとに上手く誘導されていたので大変良かった。との評価をいただきました。
　最後にますます寒くなってくるので、「火を出さないように心がける」ことが一番大切であると話を
していただきました。

　11月には、利用者さんと干し柿
作り。ご好意で頂いた300個の渋柿
をむくのも、昔を思い出し、しめ縄
縫いをするのも手馴れたもの。
　軒下に吊るして2週間後にみんな
の口に。甘くて美味しいと大好評で
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

干し柿作り

他にこんなことも…

防火訓練

【問合せ】木津川市社協(☎71-9559)

I♥地域　生活支援サポーター講座

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　1月4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　1月9日（水） 山城支所　1月25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
1月11日㈮

（1月4日８時30分
から予約受付）

2月8日㈮
（2月1日８時30分

から予約受付）

1月25日㈮
（1月4日８時30分

から予約受付）

2月22日㈮
（2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
談は一人年間（4月～3月）１回に限ら
せていただきます。ご了承ください。

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・相楽郡在住であればどなたでもご利用いただけます。

　社協が実施している“福祉サービス利用援助事業”の取り組みや生活支援員の活動を通して、「誰もが
暮らしやすい地域づくり」について一緒に考える講座です。
皆さまのご参加お待ちしております。

介護保険事業所

新しい事業所で
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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

　アンサンブルＨＡＮＡは音楽演奏ボランティア
です。チェロやバイオリンの演奏できる方、募集
しています。
日　時　毎月、月曜日で月2回
場　所　ボランティアセンター2階ボランティアルーム
　　　 （木津老人福祉センター横）
内　容　音楽演奏（唱歌・童謡・クラシック・歌
　　　　謡曲）
メンバーと共に活動して頂ける方募集しています。

　1～4歳の未就園児を対象に手遊び・工作・歌や、節分・七夕・クリスマス会など季節の行事を
取り入れた遊びをしています。また、苺狩り・芋掘り・消防署見学などの屋外での体験もあります。
　母子共に楽しめてリフレッシュできるようスタッフのお母さん達がアイディアを出しあって毎
回内容を考えています。手作り感満載の気楽なサークルですので、是非一度見学してみてくださ
い。　
　毎月第2、4火曜日の10時から11時まで市役所庁舎北別館で活動しています。

　探しています!!子供の大好きな方急募していま
す。
　お友達同士での参加も。ボランティア初めての
方でも。
日　時　(毎月第1・3水曜日　10時～)
場　所　木津老人福祉センター
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。

アンサンブル　ＨＡＮＡ おもちゃの図書館

ボランティア募集

木津川市ボランティア
連絡協議会会長　西嶋　憲明

木津川市ボランティアセンター
運営委員会委員長　花田　隆亘

あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願いいたします

ちびっこキッズボランティア活動紹介


