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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

世代をつなぐ餅つき大会世代をつなぐ餅つき大会

　加茂支所の当尾支部では、１２月１９日（月）、この３月で１３０余年の歴史に幕を閉じる当尾小学校で恒例の
餅つき大会を開催しました。ふれあいサロン「当尾いきいき会」の高齢者１２名が、餅つき経験のない小学
生１１名に手ほどきしながら楽しく交流しました。
参加者からは「本当に楽しかった」「またここで餅つきをしたい」の声があふれていました。

支部活動あれこれ
　木津川市社会福祉協議会では、小地域で、きめ細かい福祉活動を推進するため、各支所（木津、加茂、山城）
に支部を設置しています。現在３８の支部が、高齢者交流会やふれあいサロン、防災ワークショップ、見守り
活動などを展開し、地域のつながりをより強固にするため活動しています。

　フェスティバルに参加して日頃ボランティアさんが活動している内容を実体験してみませんか？70あまり
のボランティアグループが一堂に会して活動発表をします。こんなことも、あんなところでも、あなたの知
らない場所でも活躍しています。体験して…遊んで…最後には…。
　多くの市民の参加をお待ちしています。未来のかわいいボランティアさんも大歓迎。　

ボランティアフェスティバルのお知らせ

日時
場所

３月２４日（土）　10時～15時
木津川市中央体育館（木津川市木津石塚１４７） 

主催
木津川市ボランティアフェスティバル実行委員会
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
木津川市社会福祉協議会

後援
木津川市
木津川市教育委員会
木津川市民生児童委員協議会
木津川市身体障害者協議会

木津川市身体障害者の会
木津川市老人クラブ連絡協議会
木津川市障がい児・者親の会協議会

ボランティアフェスティバル第２回

最後には…

遊んで…

体験して…
★いくつ体験できるかな？
　●手話体験
　●押し花づくり体験
　●小物作り体験
　●音楽療法
　●サロン体験
　●点訳体験
　●要約筆記体験
　●人形劇体験
　●絵本の読み聞かせ体験　など
★災害支援ボランティア展も開催中

★ミニＳＬに乗れます。(雨天中止）
★同志社大学のチアリーディングをお楽しみに
★ボランティアが日頃の活動を舞台で発表します。知って
いる人が出ているかも・・・

　●朗読
　●人形劇
　●日本舞踊
　●マジック
　●加茂音頭
★模擬店を楽しみに・・・
　とん汁、花見だんご、マドレーヌ、ヨーヨー釣り、抹茶、コ
ーヒー、ちらし寿司、筍おやき、ジャム、パン、ケーキの販
売など

★東北支援授産品の販売もあります

★こわれたおもちゃ持って来てください。
　木津川市には、おもちゃをなおすお医者さんが
おられるんですよ。

★親子でくつろげる場もあります。
　（おもちゃの図書館）

★大抽選会★　
　最後まで残っていてね。いいものが当たるかも…

１等　19Ｖ型デジタル
　　　ハイビジョン液晶テレビ

２等　DVDプレイヤー
３等　ipod shuffle
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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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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

2 3 金
月 日 時間 場所

13時30分～16時 ふれあいセンター
曜日

2 8 水
月日 時間 場所

13時30分～16時 福祉センター
曜日

2 24 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。
申込み・問合せ：木津川市社協  ☎71-9559

木津老人福祉センター
2月10日㈮
（2月１日８時30分
から予約受付）

3月9日㈮
（3月1日８時30分
から予約受付）

2月24日㈮
（2月１日８時30分
から予約受付）

3月23日㈮
（3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

福祉の仕事相談 2月23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

加茂支所

配食サービスクリスマス会
　12月18日㈰に加茂文化センターで配食サー
ビスの利用者さん・調理ボランティアさん・配
達ボランティアさんが交流するクリスマス会を
開催しました。
　流行のマルモリ体操では皆さん一緒に大盛り
上がりで踊りました。その他にもクリスマスカ
ードを作ったり、沖縄三線演奏に聴き入った
り、皆さん
最後まで笑
顔いっぱい
で楽しいひ
とときを過
ご し ま し
た。

　「子育ての経験を活かして子育てのボランティ
アをしたい」、「子育てサークルを立ち上げたい」と
いう方々を対象に開催します。ご参加ください。

子育てサロン（サークル）立ち上げ講座
第２回子育て支援講座

居心地のいい地域生活を考えよう～障がい者の暮らしをとおして～

と　き
ところ
内　容

対象者

締　切
申込・問合せ

2月9日㈭ 13時30分～15時30分
木津老人福祉センター
子育てサロン・サークルの立ち上げや運
営方法などについて既存のサロン・サー
クルやボランティアから学びます。ま
た、参加者同士の交流会も行います。　
木津川市内在住の方、既存のサークルの方。
（参加費は無料です。）
2月2日㈭（定員20名になり次第〆切ります）
　　　木津川市社協　☎71-9559
＊保育ルームを設置しますのでご希望
の方はご連絡ください。

と　き
ところ
内　容

2月24日㈮　13時30分～16時
文化パルク城陽　東館4階　大会議室
講演「居心地のいい地域生活を考えよう」
　京都華頂大学　武田康晴　氏
パネルディスカッション
　相楽地域障害者生活支援センター　傍島規子 氏
　宇治市障害児・者父母の会　代表 松村祐子 氏
　きょうと高齢者・障害者生活支援センター　廣澤美佳 氏

対象者

締　切
申込・問合せ
主　催

住み慣れた地域で安心して暮らすためのサポ
ート活動や居心地よく暮らせる街づくりに関
心のある方など
2月10日㈮（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・精華町の社協、
京都府社協

３月11日㈰　10時～15時
東部交流会館〈木津宮の堀149〉
１階多目的ホール 他　※駐車場あり
卓球バレー、紙ひこうきづくり、ぬり
絵、カラオケ、輪投げ、ストラックア
ウト、スカットボールなどなど
※おやつを準備しています。昼食は各
自でご用意ください。
木津川市在住の障がい児・者と家族
３月２日㈮
無 料
　　　木津川市社協　☎71-9559

　多種多様なプログラムを思い思いに満喫できる
楽しい『つどい』です。

みんなで楽しく交流しよう！
障がい児・者のつどい

と　き
ところ

内　容　

対象者
締　切
参加費
申込・問合せ

　第５回の介護者リフレッシュ事業は、木津老人福
祉センターで行います。体を動かす健康体操と昼
食交流会。午後からはハンドマッサージをうけてリ
フレッシュしましょう。

介護者リフレッシュ事業のご案内

と　き
ところ
参加費
対象者
締　切
申込・問合せ

３月1日㈭　10時～15時
木津老人福祉センター
300円
木津川市に在住し在宅で介護されている方
２月23日㈭
　　木津川市社協　☎71-9559

木津老人福祉センタークラブ
第30回 発表会

と　き
ところ
内　容

3月11日㈰　9時30分～16時30分
木津中央交流会館（いずみホール）
●舞台発表
カラオケ　大正琴　フラダンス
仲よし体操　手芸　洋裁　短歌　俳句
●展示発表
絵画　習字　生花　料理　国文　手芸
●呈茶（有料）

•料理、試食
•手芸の小さな作品を抽選でさしあげます。

多くの方のご来場をお待ちしています。

中井裕子 様
はとぽっぽ 様
匿名 様
北川 千代美 様

………………………………2,000円
……………………………10,000円

……………………………………5,500円
……………………………押し車

橋本 昌明 様
匿名 様
梅美台4丁目自治会 様

……………………もち米（30㎏）
…………………………クリスマスリース

…………家庭用洗剤　他

善意のご寄付ありがとうございました

山城支所

と　き
ところ
内　容
参加費
対象者

締　切
申込・問合せ

2月17日㈮　11時～14時
山城福祉センター　大ホール
屋台出店、演芸　他
500円
山城区域内にお住まいの65歳以上の一
人暮らし、75歳以上の高齢世帯の方
2月10日㈮
　木津川市社協　山城支所（☎86-4151）

高齢者のつどい

※後日、詳細については申込者に案内いたします。

　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。

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

【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



２ ３

相 談 コ ー ーナ
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不安な方に利用していただいています。

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

【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
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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

世代をつなぐ餅つき大会世代をつなぐ餅つき大会

　加茂支所の当尾支部では、１２月１９日（月）、この３月で１３０余年の歴史に幕を閉じる当尾小学校で恒例の
餅つき大会を開催しました。ふれあいサロン「当尾いきいき会」の高齢者１２名が、餅つき経験のない小学
生１１名に手ほどきしながら楽しく交流しました。
参加者からは「本当に楽しかった」「またここで餅つきをしたい」の声があふれていました。

支部活動あれこれ
　木津川市社会福祉協議会では、小地域で、きめ細かい福祉活動を推進するため、各支所（木津、加茂、山城）
に支部を設置しています。現在３８の支部が、高齢者交流会やふれあいサロン、防災ワークショップ、見守り
活動などを展開し、地域のつながりをより強固にするため活動しています。

　フェスティバルに参加して日頃ボランティアさんが活動している内容を実体験してみませんか？70あまり
のボランティアグループが一堂に会して活動発表をします。こんなことも、あんなところでも、あなたの知
らない場所でも活躍しています。体験して…遊んで…最後には…。
　多くの市民の参加をお待ちしています。未来のかわいいボランティアさんも大歓迎。　

ボランティアフェスティバルのお知らせ

日時
場所

３月２４日（土）　10時～15時
木津川市中央体育館（木津川市木津石塚１４７） 

主催
木津川市ボランティアフェスティバル実行委員会
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
木津川市社会福祉協議会

後援
木津川市
木津川市教育委員会
木津川市民生児童委員協議会
木津川市身体障害者協議会

木津川市身体障害者の会
木津川市老人クラブ連絡協議会
木津川市障がい児・者親の会協議会

ボランティアフェスティバル第２回

最後には…

遊んで…

体験して…
★いくつ体験できるかな？
　●手話体験
　●押し花づくり体験
　●小物作り体験
　●音楽療法
　●サロン体験
　●点訳体験
　●要約筆記体験
　●人形劇体験
　●絵本の読み聞かせ体験　など
★災害支援ボランティア展も開催中

★ミニＳＬに乗れます。(雨天中止）
★同志社大学のチアリーディングをお楽しみに
★ボランティアが日頃の活動を舞台で発表します。知って
いる人が出ているかも・・・

　●朗読
　●人形劇
　●日本舞踊
　●マジック
　●加茂音頭
★模擬店を楽しみに・・・
　とん汁、花見だんご、マドレーヌ、ヨーヨー釣り、抹茶、コ
ーヒー、ちらし寿司、筍おやき、ジャム、パン、ケーキの販
売など

★東北支援授産品の販売もあります

★こわれたおもちゃ持って来てください。
　木津川市には、おもちゃをなおすお医者さんが
おられるんですよ。

★親子でくつろげる場もあります。
　（おもちゃの図書館）

★大抽選会★　
　最後まで残っていてね。いいものが当たるかも…

１等　19Ｖ型デジタル
　　　ハイビジョン液晶テレビ

２等　DVDプレイヤー
３等　ipod shuffle

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


