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～介護食について学びました～
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活動紹介　関大OB弦楽合奏団　　　　　　　　 ･･･････････････････木津支所

　第２回介護者交流事業を９月14日（水）加茂文化センターで開催し 25名の参加がありました。
　毎日作る食事ですが、これでいいのかな？と疑問に思うこともあるかと思います。そこで今回
は、介護食について勉強してこられた「食のグループかも」に学びました。食事は介護食に限ら
ず「彩りは大切」飲み込みにくくなっているので「のど越しのよいものを」などポイントも教え
ていただき、その後、会食交流をしました。

～あなたのグループは大丈夫？～
【内容】　●ボランティアグループの活動を活性化させるには・・・
　　　　●ボランティアグループの後継はどのように作るのか・・・
　　　　●もっとやりたいことがあるのに、リーダー役の荷が重い・・・
　　　　●ボランティアグループを立ち上げるには・・・

【日時】　10月21日（金）　13：00～15：40
【場所】　関西光科学研究所　多目的ホール
　　　　　（木津川市梅美台８丁目１番地７／きっづ光科学館の隣）
【講師】　金　香百合　さん　（HEAL ホリスティック教育実践研究所所長・㈲ホリスティック代表）
【対象】　ボランティアグループ／市民活動団体のリーダー・本テーマに関心のある方など　
《お問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

～いっしょに活動しませんか～

　環境問題を考えて、リサイクル運動に取り組んで
います。（アルミ缶収集活動 / 物品のリサイクル等）
アルミ缶回収日（毎月第２火曜日）に軽トラックの
運転をしてくださる方を探しています。
軽トラックをお持ちの方大歓迎

《活動時間》　９時～ 11時過ぎ　
《活動場所》　南加茂台
《集合場所》　回収日当日に南加茂台公民館前
《集合時間》　９時
《問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

～いっしょに活動しませんか～

　目の不自由な方のために、広報「きづがわ」や書籍・
絵本の点訳をしています。また、小学校等の要請に
より点字の体験学習を行っています。点字を全く知
らない方でも、大丈夫！基礎からこの機会に一緒に
学んでいきましょう。

《活動日時》　毎月第４土曜日　13時～16時
《活動場所》　木津川市中央図書館　視聴覚室
《対　　象》　経験の有無は、問いません。また、興味
　　　　　　ある方は、是非どしどしおいで下さい。
《問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

研修のご案内
木津川市ボランティアリーダー研修【多数の参加お待ちしています】

NPO法人かもめ（加茂女） 点訳サークル　いづみボランティアさん募集中 ボランティアさん募集中

　皆さんこんにちは。私たちのメンバーは、全員関西
大学交響楽団の１期生のメンバーです。
（1949年創立当時のメンバー）全員80歳代前半で長
年ヴァイオリンを弾いてきました。
　平成21年オーケストラ創立60周年で、顔を合わせて、
音楽を楽しもう、また好きな音楽で社会にお世話にな
った分、社会に恩返しをしようと現在ボランティア活
動に励んでいます。
　集会所等のミニコンサートで、一緒に音楽を楽しみ
ましょう！！
　曲目は、クラシック・歌謡曲他です。
　例）故郷・ローレライ・見上げてごらん夜の星を
　　　お江戸日本橋・上海帰りのリル他

お問い合わせ先
　　　木津川市ボランティアセンター

と　　き：11月25日（金）
と こ ろ：滋賀県長浜方面を予定
申込〆切：11月４日（金）
申込・問合せ：木津川市社協　☎71-9559
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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



役職員研修会
～認知症について学ぶ～

建設場所　　木津川市相楽山松川42番地１及び42番地２
事業内容　　①居宅介護支援事業所　②訪問介護事業所

③訪問入浴事業所　　　④通所介護事業
開所予定　　平成24年４月１日

～スイートポテト＆たらふくまんまが活動発表～～スイートポテト＆たらふくまんまが活動発表～
京都府社会福祉大会で受賞京都府社会福祉大会で受賞

木津支所木津支所

木津川市社会福祉協議会　介護保険事業所施設建設に着工

高齢者のつどい

　９月１６日(金 ) 京都テルサで開催された第６０
回京都府社会福祉大会で以下の方々が表彰を受
けられました。おめでとうございました。
　また、ボランティアグループ「スイートポテト」・
「たらふくまんま」が式典の後、コーラスと人形
劇のコラボで活動発表を行い、大会に花を添え
てくださいました。

京都府社会福祉協議会会長表彰　（敬称略）

　
社会福祉事業特別功労者
　　　　　藤原　文子、川副　忠治、福井　博敏

　ボランティア功労者
　　　　　加茂の森林守り隊
　　　　　子育て支援かも
　　　　　子育てサポートフレーフレークラブ
　　　　　マジックわかば

　社会福祉事業協力者　　　　　
　　　　　照田　定雄

　優良小地区社会福祉協議会　　
　　　　　瓶原支部

京都府知事表彰　（敬称略）

　
社会福祉事業・ボランティア功労者
　　　　　男子厨房に入ろう会・オカリナ会
　　　　　ゆう舞の会・小畑　東海男

　８月26日（金）に関西光科学研究所で社協
役職員66名が参加し、研修会を開催しました。
キャラバンメイトの松岡敦子氏を講師に迎え、
「認知症を理解し、地域で支えよう」をテー
マに講義をうけました。正しい知識・認知症
の方やその家族を支える手だてを学習し「誰
もが安心して暮らせるまちづくり」に向け今
日の研修を生かしていくことを皆で確認しま
した。

　９月10日（土）、障がい児・者とその家族
70名が神戸花鳥園を訪れました。
　『花鳥園』の名にふさわしく、園内は世界
中の珍しい花と鳥が勢揃い。無邪気に近づく
水鳥やペンギン、見るも鮮やかなスイレン
等々。
　「また連れてって！」の声しきり、ひと時
の楽園気分にご満悦のご一行でした。

　９月６日（火）保健センターで高齢者のつどいを開催し
30名の参加がありました。高齢者低栄養予防教室を兼ねた講
習会で、育栄会の皆さんの指導のもと支所の運営委員さんも
一緒に実習を楽しみ、出来上がった豪華なうなぎ料理等々を
囲んで和やかな昼食となりました。

　現事業所は、平成12年の介護保険制度の導入時から木津老人福祉センターの一部を借りて事業運
営をしてまいりましたが、ようやく、念願の介護保険事業所新築工事の建設に向けて去る８月28日に
無事地鎮祭を終え、いよいよ工事に着手する運びとなりました。

障がい児・者のつどい
花と鳥の別天地に大満足

障がい児・者のつどい
花と鳥の別天地に大満足

新規事業開設　通所介護等職員募集

①　事務長　嘱託職員（試用期間有り）　
　　　200,000 円～
　　　仕事：一般事務、会計、請求事務等　
　　　　　　☆経験優遇
②　介護職員　正職員　（試用期間有り）　
　　　160,200 円～
　〔資格〕ヘルパー２級以上、介護福祉士で通所

介護経験優遇
③　正 ( 准 ) 看護師　正職員（試用期間有り）　　
　　　215,000 円～
　〔資格〕正看護師又は、准看護師免許取得者

④　調理員　パート
　　　800円／時間～
　　　仕事：利用者様の食事作りとおやつ作り
　〔資格〕料理が好きな方、栄養士、調理師優遇

⑤　介護職員　パート
　　　800円／時間～
　〔資格〕介護の仕事が出来る方、できればヘル

パー２級以上優遇

〔事業拡大による人員募集〕

⑥　介護支援専門員　正職員（試用期間有り）　　　
　　　172,200 円～
　〔資格〕介護支援専門員

⑦　介護支援専門員　パート
　　　1,200 円／時間～
　〔資格〕介護支援専門員

⑧　ヘルパー　登録
　　　1,100 円／時間～
　〔資格〕ヘルパー２級以上

（勤務時間と勤務形態 )
①、②、③、⑥　8：30 ～17：15
④　　　　　　　9：00 ～14：00　
　　　　　　　　週２回～３回
⑤　週１回からＯＫ、できれば週２回～３回
⑦　8：30 ～17：15で週２回～３回
⑧　週１回からＯＫ、土・日働ける方優遇　
　　　⇒　土・日　時給ＵＰします。

（休日）　完全週休２日制、有給休暇、
詳細については社会福祉協議会就業規程に
よる

（待遇）　②、③、⑥　昇給年１回、賞与年２回、退
職金制度、各種社会保険完備、交通費（当
規程による）支給
①は各種社会保険完備、交通費（当規程に
よる）支給

（勤務地）木津川市相楽山松川42番地1、2 
（応募）　まずは、所定申込み用紙に履歴書（写真貼

付）、健康診断書を添えて平成23年10月14
日までに、社会福祉協議会本所事務局、介
護保険事業所まで提出ください。
なお、申込み用紙は社会福祉協議会本所事
務局にあります（木津川市木津川端19番地
木津老人福祉センター内）

（選考方法）
書類審査と面接試験を実施の上採用決定い
たします

（募集人員）　
①、②、③、⑥、⑦、⑧については若干名
④については５名～６名
⑤については30名とさせていただきます。

（採用予定日）
平成24年4月１日

（問合せ）木津川市社会福祉協議会本所　☎71-9559
介護保険事業所　☎73-2080
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社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

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

10 ７ 金
月日 時間 場所

13時30分～16時 ふれあいセンター
曜日

10 12 水
月日 時間 場所

13時30分～16時 福祉センター
曜日

10 28 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
１1月11日㈮
（11月１日８時30分
から予約受付）

１０月１４日㈮
（10月３日８時30分
から予約受付）

１１月２5日㈮
（11月１日８時30分
から予約受付）

１０月２８日㈮
（10月３日８時30分
から予約受付）

10月19日（水）13時30分～1６時（10月11日から予約受付）
会　場：笠置町老人福祉センター
申込み・問合せ：笠置町社協 （☎0743-95-2750）

13時～15時30分 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）

（故）宮脇　登美子　様
荒堀　あさゑ　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様　

……………200,000円
…………………… 20,000円

……………………………… 12,000円
……………………………… 10,000円
…………………シルバーカー、車いす

木津支所
ひとり暮らし高齢者・高齢世帯をはげます会

チャリティーバザー開催

福祉の仕事相談 10月20日（木）　10時～17時　 会　場　庁舎北別館２階　第3会議室）
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

善意のご寄付ありがとうございました

東部地域　10月11日( 火 )
　　　　　11時～15時
西部地域　10月12日( 水 )
　　　　　11時～15時
中央交流会館 (いずみホール )
旧木津町在住で昭和12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の方
昼食と交流会、保育園児の演奏、お楽
しみゲーム、カラオケなど。
自己負担500円( 当日徴収します )
各地域の民生児童委員・社協各支部長
社協木津支所 (☎72‒5532)
10月４日 (火 )

と　き

ところ
参加対象

内　容

参加費
申込先

申込締切

奈良県台風12号災害義援金
平成23年9月9日(金)～10月31日(月)
南都銀行　神宮前支店（普）2066236
　社会福祉法人奈良県共同募金会会長

卜部　能尚（うらべ　よしたか）
ゆうちょ銀行　00900－8－1107　
　奈良県共同募金会台風12号義援金

募集期間
取扱金融機関

　提供していただく品目については、次のとお
りとします。詳細は、地域ごとに回覧でお知ら
せします。

陶器、漆器、金物、洗剤。石鹸等。
衣料、タオル等(新品に限る）。
砂糖、しょう油、バター、食用油、
調味料等／賞味期間内のものに限る。
また、封の切れているものは、不可。
飾り物、置物、野菜等。
名入りの記念品はご遠慮ください。

家庭用品
衣料品
食料品

その他

11月20日( 日 )13時30分～16時
木津川市中央体育館
木津川市社会福祉協議会木津支所
木津民生児童委員協議会

と　き
ところ
主 催

11月22日（火）雨天の場合24日（木）
木津ふれあい健康グラウンド
市民の方
ひとり100円
10月21日（金）までに参加費を
添えて、グラウンド・ゴルフ協会
各支部または社協各支所へ
木津川市社協　７１－９５５９
木津川市グラウンド・ゴルフ協会
木津川市社会福祉協議会

と　き
ところ
参加対象
参加費
申 込

問合せ
主 催

11月３日（祝）９時～16時30分
滋賀農業公園ブルーメの丘
バーベキュで昼食・自由散策
大人（中学生以上）1,000円、子ども500円
木津川市在住の父子家庭の親子
15組の親子
10月21日までに
木津川市社協 (☎71‒9559)

と　き
ところ
内　容
参加費
対象者
定 員
申 込

福祉職場就職フェア　やましろ南2011開催
10月22日( 土 )　11時～15時30分
相楽会館（相楽郡広域事務組合）

　初めて福祉のお仕事をされる方にも、施設で
の仕事を解りやすく説明するセミナーの開催等
やましろ南地域で福祉サービスを提供している
10法人が出展しますので、求職希望者は、是
非お越し下さい。

京都府・京都府福祉人材センター
(☎075‒252‒6297)

と　き
ところ

問合せ

ふれあいひろば
１０月２３日（日）10時～14時30分
山城総合文化センター（アスピアやましろ）
映画「わさお」上映　10:00 ～ 12:20
10:00 ～　絵画展（棚倉、上狛小学校児童・やましろ保育園児）
11:30 ～　模擬店（ちらし寿司・焼鳥・コーヒー・ぜんざい・あべかわ餅・焼きいも・フランフルト・

手作りパン・ミニバザー等）
12:30 ～　ボランティア体験（要約筆記・朗読・手芸）・おもちゃの図書館・昔の遊び体験
13:30 ～　ミニコンサート（山城ノ国和太鼓　鼓粋）
　　　　　和太鼓ワークショップ（和太鼓を演奏してみよう♪）　
※　当日は、山城町内循環バスを運行いたします。
社協山城支所（☎86‒4151）

と　き
ところ
内　容

問合せ

inやましろ

父子家庭のつどい父子家庭のつどい
～みんなでバーベキュー～

１０月３0日（日）10時～15時
木津川市中央交流会館（いずみホール）
10:00 ～　和太鼓の演奏・ボランティアさんの舞台発表
　　　　　フリーマーケット・ボランティア紹介
　　　　　体験コーナー・手作り品の販売
12:30 ～　子どもの広場
13:00 ～　木津中学校のブラスバンド
　　　　　東日本大震災からの報告
社協　木津支所（☎72‒5532）

と　き
ところ
内　容

問合せ

in きづ

募集　フリーマーケット出店者
先着 20組

１区画（2.5m×2.5m）
1,500円

in かも１１月２0日（日）10時30分～14時30分
加茂支所前広場と加茂文化センター
青空野菜市・フリーマーケット
模擬店・落語（笑福亭　竹林）・その他

青空野菜市で販売する野菜を提供して下さい。
よろしくお願いします。
木津川市社協　加茂支所（☎76‒4338）

と　き
ところ
内　容

問合せ

募集　フリーマーケット出店者
先着順で受け付け中です
１区画（3.5m×３m）

2,000円

社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

義援金募集のお知らせ
＊窓口振込は手数料
がかかりません。

和歌山県平成23年台風12号災害義援金
平成23年9月9日(金)～12月８日(木)
ゆうちょ銀行　00990－8－1130　
　和歌山県共同募金会台風12号災害

募集期間
取扱金融機関

木津支所
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相 談 コ ー ーナ

社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

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

10 ７ 金
月日 時間 場所

13時30分～16時 ふれあいセンター
曜日

10 12 水
月日 時間 場所

13時30分～16時 福祉センター
曜日

10 28 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
１1月11日㈮
（11月１日８時30分
から予約受付）

１０月１４日㈮
（10月３日８時30分
から予約受付）

１１月２5日㈮
（11月１日８時30分
から予約受付）

１０月２８日㈮
（10月３日８時30分
から予約受付）

10月19日（水）13時30分～1６時（10月11日から予約受付）
会　場：笠置町老人福祉センター
申込み・問合せ：笠置町社協 （☎0743-95-2750）

13時～15時30分 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）

（故）宮脇　登美子　様
荒堀　あさゑ　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様　

……………200,000円
…………………… 20,000円

……………………………… 12,000円
……………………………… 10,000円
…………………シルバーカー、車いす

木津支所
ひとり暮らし高齢者・高齢世帯をはげます会

チャリティーバザー開催

福祉の仕事相談 10月20日（木）　10時～17時　 会　場　庁舎北別館２階　第3会議室）
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

善意のご寄付ありがとうございました

東部地域　10月11日( 火 )
　　　　　11時～15時
西部地域　10月12日( 水 )
　　　　　11時～15時
中央交流会館 (いずみホール )
旧木津町在住で昭和12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の方
昼食と交流会、保育園児の演奏、お楽
しみゲーム、カラオケなど。
自己負担500円( 当日徴収します )
各地域の民生児童委員・社協各支部長
社協木津支所 (☎72‒5532)
10月４日 (火 )

と　き

ところ
参加対象

内　容

参加費
申込先

申込締切

奈良県台風12号災害義援金
平成23年9月9日(金)～10月31日(月)
南都銀行　神宮前支店（普）2066236
　社会福祉法人奈良県共同募金会会長

卜部　能尚（うらべ　よしたか）
ゆうちょ銀行　00900－8－1107　
　奈良県共同募金会台風12号義援金

募集期間
取扱金融機関

　提供していただく品目については、次のとお
りとします。詳細は、地域ごとに回覧でお知ら
せします。

陶器、漆器、金物、洗剤。石鹸等。
衣料、タオル等(新品に限る）。
砂糖、しょう油、バター、食用油、
調味料等／賞味期間内のものに限る。
また、封の切れているものは、不可。
飾り物、置物、野菜等。
名入りの記念品はご遠慮ください。

家庭用品
衣料品
食料品

その他

11月20日( 日 )13時30分～16時
木津川市中央体育館
木津川市社会福祉協議会木津支所
木津民生児童委員協議会

と　き
ところ
主 催

11月22日（火）雨天の場合24日（木）
木津ふれあい健康グラウンド
市民の方
ひとり100円
10月21日（金）までに参加費を
添えて、グラウンド・ゴルフ協会
各支部または社協各支所へ
木津川市社協　７１－９５５９
木津川市グラウンド・ゴルフ協会
木津川市社会福祉協議会

と　き
ところ
参加対象
参加費
申 込

問合せ
主 催

11月３日（祝）９時～16時30分
滋賀農業公園ブルーメの丘
バーベキュで昼食・自由散策
大人（中学生以上）1,000円、子ども500円
木津川市在住の父子家庭の親子
15組の親子
10月21日までに
木津川市社協 (☎71‒9559)

と　き
ところ
内　容
参加費
対象者
定 員
申 込

福祉職場就職フェア　やましろ南2011開催
10月22日( 土 )　11時～15時30分
相楽会館（相楽郡広域事務組合）

　初めて福祉のお仕事をされる方にも、施設で
の仕事を解りやすく説明するセミナーの開催等
やましろ南地域で福祉サービスを提供している
10法人が出展しますので、求職希望者は、是
非お越し下さい。

京都府・京都府福祉人材センター
(☎075‒252‒6297)

と　き
ところ

問合せ

ふれあいひろば
１０月２３日（日）10時～14時30分
山城総合文化センター（アスピアやましろ）
映画「わさお」上映　10:00 ～ 12:20
10:00 ～　絵画展（棚倉、上狛小学校児童・やましろ保育園児）
11:30 ～　模擬店（ちらし寿司・焼鳥・コーヒー・ぜんざい・あべかわ餅・焼きいも・フランフルト・

手作りパン・ミニバザー等）
12:30 ～　ボランティア体験（要約筆記・朗読・手芸）・おもちゃの図書館・昔の遊び体験
13:30 ～　ミニコンサート（山城ノ国和太鼓　鼓粋）
　　　　　和太鼓ワークショップ（和太鼓を演奏してみよう♪）　
※　当日は、山城町内循環バスを運行いたします。
社協山城支所（☎86‒4151）

と　き
ところ
内　容

問合せ

inやましろ

父子家庭のつどい父子家庭のつどい
～みんなでバーベキュー～

１０月３0日（日）10時～15時
木津川市中央交流会館（いずみホール）
10:00 ～　和太鼓の演奏・ボランティアさんの舞台発表
　　　　　フリーマーケット・ボランティア紹介
　　　　　体験コーナー・手作り品の販売
12:30 ～　子どもの広場
13:00 ～　木津中学校のブラスバンド
　　　　　東日本大震災からの報告
社協　木津支所（☎72‒5532）

と　き
ところ
内　容

問合せ

in きづ

募集　フリーマーケット出店者
先着 20組

１区画（2.5m×2.5m）
1,500円

in かも１１月２0日（日）10時30分～14時30分
加茂支所前広場と加茂文化センター
青空野菜市・フリーマーケット
模擬店・落語（笑福亭　竹林）・その他

青空野菜市で販売する野菜を提供して下さい。
よろしくお願いします。
木津川市社協　加茂支所（☎76‒4338）

と　き
ところ
内　容

問合せ

募集　フリーマーケット出店者
先着順で受け付け中です
１区画（3.5m×３m）

2,000円

社会福祉協議会
グラウンド・ゴルフ大会

義援金募集のお知らせ
＊窓口振込は手数料
がかかりません。

和歌山県平成23年台風12号災害義援金
平成23年9月9日(金)～12月８日(木)
ゆうちょ銀行　00990－8－1130　
　和歌山県共同募金会台風12号災害

募集期間
取扱金融機関

木津支所
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ハッピー
コスモスちゃん

介護者交流会
～介護食について学びました～

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

活動紹介　関大OB弦楽合奏団　　　　　　　　 ･･･････････････････木津支所

　第２回介護者交流事業を９月14日（水）加茂文化センターで開催し 25名の参加がありました。
　毎日作る食事ですが、これでいいのかな？と疑問に思うこともあるかと思います。そこで今回
は、介護食について勉強してこられた「食のグループかも」に学びました。食事は介護食に限ら
ず「彩りは大切」飲み込みにくくなっているので「のど越しのよいものを」などポイントも教え
ていただき、その後、会食交流をしました。

～あなたのグループは大丈夫？～
【内容】　●ボランティアグループの活動を活性化させるには・・・
　　　　●ボランティアグループの後継はどのように作るのか・・・
　　　　●もっとやりたいことがあるのに、リーダー役の荷が重い・・・
　　　　●ボランティアグループを立ち上げるには・・・

【日時】　10月21日（金）　13：00～15：40
【場所】　関西光科学研究所　多目的ホール
　　　　　（木津川市梅美台８丁目１番地７／きっづ光科学館の隣）
【講師】　金　香百合　さん　（HEAL ホリスティック教育実践研究所所長・㈲ホリスティック代表）
【対象】　ボランティアグループ／市民活動団体のリーダー・本テーマに関心のある方など　
《お問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

～いっしょに活動しませんか～

　環境問題を考えて、リサイクル運動に取り組んで
います。（アルミ缶収集活動 / 物品のリサイクル等）
アルミ缶回収日（毎月第２火曜日）に軽トラックの
運転をしてくださる方を探しています。
軽トラックをお持ちの方大歓迎

《活動時間》　９時～ 11時過ぎ　
《活動場所》　南加茂台
《集合場所》　回収日当日に南加茂台公民館前
《集合時間》　９時
《問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

～いっしょに活動しませんか～

　目の不自由な方のために、広報「きづがわ」や書籍・
絵本の点訳をしています。また、小学校等の要請に
より点字の体験学習を行っています。点字を全く知
らない方でも、大丈夫！基礎からこの機会に一緒に
学んでいきましょう。

《活動日時》　毎月第４土曜日　13時～16時
《活動場所》　木津川市中央図書館　視聴覚室
《対　　象》　経験の有無は、問いません。また、興味
　　　　　　ある方は、是非どしどしおいで下さい。
《問合わせ先》　木津川市ボランティアセンター

研修のご案内
木津川市ボランティアリーダー研修【多数の参加お待ちしています】

NPO法人かもめ（加茂女） 点訳サークル　いづみボランティアさん募集中 ボランティアさん募集中

　皆さんこんにちは。私たちのメンバーは、全員関西
大学交響楽団の１期生のメンバーです。
（1949年創立当時のメンバー）全員80歳代前半で長
年ヴァイオリンを弾いてきました。
　平成21年オーケストラ創立60周年で、顔を合わせて、
音楽を楽しもう、また好きな音楽で社会にお世話にな
った分、社会に恩返しをしようと現在ボランティア活
動に励んでいます。
　集会所等のミニコンサートで、一緒に音楽を楽しみ
ましょう！！
　曲目は、クラシック・歌謡曲他です。
　例）故郷・ローレライ・見上げてごらん夜の星を
　　　お江戸日本橋・上海帰りのリル他

お問い合わせ先
　　　木津川市ボランティアセンター

と　　き：11月25日（金）
と こ ろ：滋賀県長浜方面を予定
申込〆切：11月４日（金）
申込・問合せ：木津川市社協　☎71-9559

第 3回

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

平成23年
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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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