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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

ふれあいの輪広がるふれあいの輪広がる

　10月23日㈰山城支所、30日㈰木津支所でボランティア連
絡協議会との共催事業として開催しました。当日は、映画会
をはじめ、ボランティアさんの手作り模擬店、ボランティア
体験や和太鼓、木津中学校の演奏などで楽しんでいただき
ました。
　ふれあいひろばで、社協のキャラクター「ハッピーコスモ
スちゃん」がデビューしました。

『ふれあいひろば』開催

　テレビのニュースやドラマで手話を見たことは
ありませんか？私達は聴覚障がいの方々との交流
をしながら、コミュニケーション手段である手話
を学び、単語を覚えたり、DVDを使って学習して
います。
　私達と一緒にボランティアをしませんか。
日時：毎週水曜日　10時～12時
場所：加茂ふれあいセンター
　手話に興味のある方。是非一度見学においで下
さい

　10月21日㈮関西光科学研究所において、ボランティアグループのリーダー研修を行いました。
講師には、金　香百合氏に来て頂き、グループリーダーの心得を語っていただきました。
　お話しでは、①他人の話しをよく聞く　②自分の考え方をきちんと持つ　③人と人との和をつくる
などを中心に多くの体験談を交え、友達作りの実践の方法のひとつとし
て、参加者同士が笑顔で座席の隣の人と向き合って自己紹介したり、数
多くの場面を想定したロールプレイを行いました。
　参加者は「明日から活動に生かしていきたい」と決意されていまし
た。

　はじめまして、傾聴グループ「うさぎ」です。メンバーは、現在10名
で活動しています。
　先月から木津地域の施設に、それぞれメンバー2名で１チームとして傾
聴を行っています。「うさぎ」のように前向きに、よく耳をかたむけ皆で
躍進してゆきたいです。現在ボランティア募集中です。

　未知の世界へようこそ。不思議な世界へ行きま
しょう。興味さえあれば、どなたでもできます。
いっしょにマジックを楽しみましょう。自分の時
間ができた主婦の方、定年され趣味を探されてい
る方いかがですか。あなたも、明日からマジシャ
ンです～　さあ～きてます、きてます！！
日時：毎月第1・3日曜日　13時30分～16時
場所：女性センター

サークル手話かたつむり マジックサークルわかば

　難聴の方に情報を書いて、お伝えしています。
　より多くの内容を、正しく・速く・読みやすく
書くための工夫や難聴について学びます。
　多くの方のご参加を、お待ちしています！！
日時：第３水曜日　14時～15時30分
場所：加茂ふれあいセンター

場所：やましろ保健センター2階　会議室
参加費：1組100～300円(講師イベント時：300円)
◆子育てサロン　りんごちゃん
日時：第3金曜日　10時～11時30分
対象：6ヶ月～就園前の子どもと保護者
今後のスケジュール：12/16　X'mas会 (イベント）
　　　　　　　 1/20　お正月太り解消エクササイズ（講師）

◆赤ちゃんサロン　みるくちゃん
日時：第３月曜日　10時～11時30分
対象：生後3ヶ月～1歳半までの子どもと保護者
今後のスケジュール：12/19　X'mas会（イベント）　　
　　　　　　　 1/16　交流会
　子育て中のママ達がスタッフとして運営してい
ます。気軽に、参加して下さいネ！

要約筆記サークルあゆみ
子育てサロン　 りんごちゃん
赤ちゃんサロン みるくちゃん

ボランティアさん募集中 いっしょに活動しませんかいっしょに活動しませんか

ボランティア活動紹介・・・傾聴ボランティア「うさぎ」（木津支所）

ボランティアリーダー研修  

今井文能　様
加茂プラネタリウム館　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様　

……………………米（30㎏）
…………………栗

……………………………15,000円
…………………………大型扇風機
…………………………米（90㎏）
……………………………ソファー
……………………………5,500円

善意のご寄付ありがとうございました
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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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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
月日 時間 場所

13時30分～16時 木津老人福祉センター
曜日

12 2 金
月 日 時間 場所

13時30分～16時 ふれあいセンター
曜日

１2 14 水
月日 時間 場所

13時30分～16時 福祉センター
曜日

１222 木

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
12月9日㈮

（１2月１日８時30分
から予約受付）

１月13日㈮
（1月6日８時30分
から予約受付）

12月9日（金）13時30分～1６時（12月１日から予約受付）
会　場：和束町社会福祉センター
申込み・問合せ：和束町社協 （☎78-3312）

13時～15時30分

１月２7日㈮
（1月6日８時30分から予約受付）

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）

福祉の仕事相談 12月22日（木）　10時～17時　 会　場　木津川市役所　特設カウンター（1F）
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

瓶原支部
秋の交流会

外輪船で秋満喫

第２回ふれあいサロンを開催

　11月7日㈪、恒例の日帰り旅行。今回は、琵
琶湖のミシガンクルーズです。
　クルーに見送られ、大津港を出航するや大は
しゃぎの一行80名。比良山系の山々や、ゆりか
もめが飛び交う光景は、壮観そのもの。ゆっく
りした時間が流れ、湖上の我々だけが優雅なひ
と時を独り占めで
す。
　心地よい秋風を
体いっぱいに感じ
ながら、一同楽し
い船旅を満喫しま
した。

　10月23日㈰秋晴れのもと、奈良県榛原にあ
る大衆演劇やまと座へ会員41名で行きました。
皆さん大変感激
さ れ、「ま た、
来年も続けてく
ださい」と言う
声が多く、盛会
裏に終わりまし
た。

加茂支部
秋の交流会

バンド演奏に大興奮
　10月24日㈪、加茂保健センターで開催。
　懐かしの顔あり、なじみの顔あり、総勢100名
が早朝から勢ぞろい。
　この日のメインアトラクションは、4人組の女
性バンド『プリティ・ウーマン』のライブショー
です。青春時代の名曲に身振り手振りを交えな
がらノリノリで歌い出す参加者たち。
　一同のリクエスト
でアンコール曲『ダイ
アナ』が演奏される
と、鳴り止まぬ拍手と
黄色い大歓声が場内
を包んでいました。

　９月26日㈪、市坂支部の「なかよし会」の
59名はバス２台を連ね、長浜に行きました。
　世界のガラス工芸品を集めた『黒壁スクエア
ー』で１時間程度見学し、「長浜ロイヤルホテ
ル」では食事と
太閤温泉の湯で
身体のリフレッ
シ ュ を し ま し
た。

相楽台区支部
柿とりの集い

　11月3日㈭恒例の「柿とりの集い」を7丁目西
谷さんの柿畑で行い約60名が参加しました。親
子で高枝バサミを使って採る人、柿を袋詰めす
る人、食べる人、買う人みんなで3,000個以上を
採る、楽しい柿とりの
集いとなりました。
　柿とりに協力して頂
いた方々、ご苦労様で
した。

市坂区支部 大里区支部　

住民懇談会の開催
～山城支所～～加茂支所～

①上狛小学校区の皆さま
と　き　12月7日㈬　19時～
ところ　山城福祉センター大ホール
②棚倉小学校区の皆さま
と　き　12月9日㈮　19時～
ところ　アスピアやましろ　視聴覚室
問合せ　木津川市社協　山城支所　☎86-4151
　ご参加いただける方は、直接会場へお越しく
ださい。

と　き　12月3日㈯　19時～21時
ところ　加茂文化センター あじさいホール
内　容　●加茂支所活動紹介及び地域課題について
　　　　●講演「認知症について」
　　　他人（ひと）ごとではありません。認知症
　　　　　～自分たちで何が出来るのか～
　　　　　講師　山口医院　院長　山口 泰司 氏
申込・問合せ　　木津川市社協　加茂支所　　
　　　　　　　　☎76-4338

　10月４日㈫棚倉小学校で、４年生４９名を対象
に認知症サポータ養成講座を行いました。講師
は、キャラバンメイトの辻さんと畑山さんです。
　認知症について学んだあと、対応の仕方をグ
ループごとに考えてもらいました。「大丈夫です
か」との声かけや「笑顔で接する」などの発表
を聞き頼もしく感じる講座になりました。

認知症サポーター養成講座
と　き　12月11日㈰　10時～16時
ところ　加茂文化センター
　社会福祉協議会も参加します。障がい者に関
わるボランティアサークル・サロン活動の紹介
などを予定しています。
　お気軽にお越しください。

木津川市人権文化のつどい

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会職員募集

⑴事務職員
⑵介護職員（パート）
⑴・社会福祉士の有資格者
　・パソコン入力ができること
　・普通自動車免許所有のこと
⑵・ヘルパー２級以上の有資格者
　・介護の仕事ができる方
若干名
平成24年４月１日
職員就業規則による

募 集 職 種

応 募 資 格

採用予定人員
採用予定日
勤 務 条 件

申 込 方 法

申 込 締 切
申込・問合せ

受験申込書に必要な書類を添付の上、持参又
は郵送してください。
なお、提出書類については、返却いたしませ
んのでご了承ください。
提出いただきました個人情報については、本
採用業務以外の目的に使用することはありま
せん。
平成23年12月20日㈫
木津川市社協　☎0774-71-9559
〒619-0214　京都府木津川市木津川端19番地
　　　　（木津老人福祉センター内）

地域の福祉課題など皆さまの声を聞かせてください。

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
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〒619-0214　京都府木津川市木津川端19番地
　　　　（木津老人福祉センター内）

地域の福祉課題など皆さまの声を聞かせてください。

多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
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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

ふれあいの輪広がるふれあいの輪広がる

　10月23日㈰山城支所、30日㈰木津支所でボランティア連
絡協議会との共催事業として開催しました。当日は、映画会
をはじめ、ボランティアさんの手作り模擬店、ボランティア
体験や和太鼓、木津中学校の演奏などで楽しんでいただき
ました。
　ふれあいひろばで、社協のキャラクター「ハッピーコスモ
スちゃん」がデビューしました。

『ふれあいひろば』開催

　テレビのニュースやドラマで手話を見たことは
ありませんか？私達は聴覚障がいの方々との交流
をしながら、コミュニケーション手段である手話
を学び、単語を覚えたり、DVDを使って学習して
います。
　私達と一緒にボランティアをしませんか。
日時：毎週水曜日　10時～12時
場所：加茂ふれあいセンター
　手話に興味のある方。是非一度見学においで下
さい

　10月21日㈮関西光科学研究所において、ボランティアグループのリーダー研修を行いました。
講師には、金　香百合氏に来て頂き、グループリーダーの心得を語っていただきました。
　お話しでは、①他人の話しをよく聞く　②自分の考え方をきちんと持つ　③人と人との和をつくる
などを中心に多くの体験談を交え、友達作りの実践の方法のひとつとし
て、参加者同士が笑顔で座席の隣の人と向き合って自己紹介したり、数
多くの場面を想定したロールプレイを行いました。
　参加者は「明日から活動に生かしていきたい」と決意されていまし
た。

　はじめまして、傾聴グループ「うさぎ」です。メンバーは、現在10名
で活動しています。
　先月から木津地域の施設に、それぞれメンバー2名で１チームとして傾
聴を行っています。「うさぎ」のように前向きに、よく耳をかたむけ皆で
躍進してゆきたいです。現在ボランティア募集中です。

　未知の世界へようこそ。不思議な世界へ行きま
しょう。興味さえあれば、どなたでもできます。
いっしょにマジックを楽しみましょう。自分の時
間ができた主婦の方、定年され趣味を探されてい
る方いかがですか。あなたも、明日からマジシャ
ンです～　さあ～きてます、きてます！！
日時：毎月第1・3日曜日　13時30分～16時
場所：女性センター

サークル手話かたつむり マジックサークルわかば

　難聴の方に情報を書いて、お伝えしています。
　より多くの内容を、正しく・速く・読みやすく
書くための工夫や難聴について学びます。
　多くの方のご参加を、お待ちしています！！
日時：第３水曜日　14時～15時30分
場所：加茂ふれあいセンター

場所：やましろ保健センター2階　会議室
参加費：1組100～300円(講師イベント時：300円)
◆子育てサロン　りんごちゃん
日時：第3金曜日　10時～11時30分
対象：6ヶ月～就園前の子どもと保護者
今後のスケジュール：12/16　X'mas会 (イベント）
　　　　　　　 1/20　お正月太り解消エクササイズ（講師）

◆赤ちゃんサロン　みるくちゃん
日時：第３月曜日　10時～11時30分
対象：生後3ヶ月～1歳半までの子どもと保護者
今後のスケジュール：12/19　X'mas会（イベント）　　
　　　　　　　 1/16　交流会
　子育て中のママ達がスタッフとして運営してい
ます。気軽に、参加して下さいネ！

要約筆記サークルあゆみ
子育てサロン　 りんごちゃん
赤ちゃんサロン みるくちゃん

ボランティアさん募集中 いっしょに活動しませんかいっしょに活動しませんか

ボランティア活動紹介・・・傾聴ボランティア「うさぎ」（木津支所）

ボランティアリーダー研修  

今井文能　様
加茂プラネタリウム館　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様
匿名　様　

……………………米（30㎏）
…………………栗

……………………………15,000円
…………………………大型扇風機
…………………………米（90㎏）
……………………………ソファー
……………………………5,500円

善意のご寄付ありがとうございました

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

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会


