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ボラ市民総会
ボラ市民関係
団体紹介・会員募集
カレンダー
子育て、相談、寄付
情報伝言板

総会は、5 月 13 日（火）
19 時～紀宝町福祉センターで開
催され、多くのボランティアや加
入団体の方が出席しにぎわいま
した（詳細は P２に記載）
。

【神内事業所】

【本所・鵜殿事業所】

〒519-5712 紀宝町神内２７７番地２
（神内福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-2023
ＦＡＸ：0735-32-3007
E-Mail：kounouchi@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL:32-2023 通所介護・布団乾燥
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
日中一時支援事業
TEL:32-3197 訪問介護・訪問入浴
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

〒519-5701 紀宝町鵜殿１０７４番地１
（紀宝町福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-0957
ＦＡＸ：0735-32-0958
E-Mail：honsho@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
法人運営/地域福祉/学童保育
ボランティア・市民活動センター
・・・・・・・・・・・・・・・・
http://kiho-shakyo.or.jp/

登録ヘルパー随時募集中！

【アプローチ事業所】

（紀宝町福祉センター内）
ＴＥＬ：0735-32-0957
ＦＡＸ：0735-32-0958
E-Mail：honsho@kiho-shakyo.or.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
〒519-5701 紀宝町鵜殿３５９番地１
ＴＥＬ：0735-32-0143
ＦＡＸ：0735-32-2356
E-Mail：approach.shop@gmail.com

ランティア・市民活動センター総会を開催しました

5 月 13 日（火）19 時から紀宝町福祉センタ

総会 2 部では、ほたるゆめ太鼓（創作太鼓紀

ーで総会を開催しました。加入している団体や

宝楽）を皮切りに（表紙写真、写真①）
、25 年

個人ボランティア等

度新規登録団体 2 団体の紹介・活動報告を行い

１１９名の参加者で大変

盛り上がりました。

ました。

ボラ市民立ち上げから、8 年目を迎え、加入
団体 92 団体、登録者数４，２１８名となりま
した。

地域の自主防災活動 33 名の加入
・紀宝町老人クラブ連合会（代表仲様 写真③）

総会 1 部では、運営委員長（表紙写真）
、社協
会長、来賓のあいさつの後、「1 号議案

・神内自主防災組織（代表山本様 写真②）

平成

25 年度事業報告」 「2 号議案 平成 26 年事
業計画」を提案し、承認されました。

入すると何か利点はあるの？

ボランティア・市民活動センターに加入した

各地区老人会（単位クラブ）の連合体
1,575 名加入 日頃の活動として踊りを披
露して頂きました（写真④）。
また、最後にはお楽しみ抽選会を行いました。

人ボランティアの募集中！！

平成 25 年 1 月より、
「団体に属さず、社会

団体には下記の利点があります。

貢献を希望される個人」や、
「現在ある団体に所

１．紀宝町福祉センターの会議室等を無料で借

属しているけど、関心のある分野で、個人でも

りることが出来ます。

活動したい」という方を対象に、個人ボランテ

２．輪転機は、コピー用紙等持参していただけ

ィアの登録を行っています。現在５６名の方が

れば、使用料は無料です（コピー機は有料）
。

登録しています。

３．貸出できる器材、備品が使用できます。
例えば、たこ焼き器、綿菓子機、電子ピアノ、
福祉バス等（但し車両貸出については、細かい
規約がありますので、詳細はお尋ね下さい。
）

25 年度の実績は、町や社協のイベント、学
校花壇の苗植え等で、事務局からお知らせし、
活動できる方が申し出ていただく流れです。
この T シャツを着て
活動しています。

＊利用時間 月～金曜日まで 9 時～17 時

【申し込み先】

但し、それ以外の時間でも申し込みにより、

ボラ市民事務局

利用可能です。

（時松・鈴木まで）

老人クラブ連合会
特徴

高齢化が進む中、自らの健康づく
りと、社会活動に積極的に参加し
て 老人福 祉の増 進に努め てい ま
す。趣味や娯楽、スポーツ等に励
み、明るく住みよい町づくりをす
すめます。身近な地区の老人クラ
ブに加入して楽しみましょう。

内容

グラウンドゴルフ・ゲートボール大会

母子寡婦福祉会
特徴

母子寡婦家庭の生活の安定と向上
に努力し、会員相互の親睦を重点
に連携をすすめています。
本会独自の小口貸付制度（しらゆり
資金）の利用もできます。
遠慮なくおたずねください。

内容 春の親睦会
母子部のつどい
クリスマス会
親睦会
バザー
研修会 等
病院ボランティアや
踊り教室などの自主活動も可能

囲碁・将棋大会
パソコン教室
新年会
趣味の作品展
老人福祉大会
他地区での活動

要件 おおむね 60 歳以上の方。

会員数 100 名
要件 紀宝町内に住所を有する母子及び
寡婦福祉法第 2 条に基づく配偶者
のない女子。

身体障がい者福祉会
手をつなぐ親の会
特徴

内容

身体障がい者の福祉の増進を図る
とともに、会員相互の親睦などか
ら、自らの生活に活力を求めること
を目指しています。
研修会なども積極的に参加して
福祉活動の充実をすすめています。
気兼ねなくご加入ください。
親睦会
グラウンドゴルフ大会
美化活動・創作活動
〃
慰労会
日本障がい者福祉大会
三重県身体障がい者福祉大会等

会員数 144 名
要件 紀宝町に住所を有する身体障がい
者（身体障がい者福祉法第 4 条に
基ずく身体障がい者及び 18 歳未
満の場合は、その保護者）

特徴

知的障がい者児を持つ親たち
が、必要な情報交換など会員相互
の協力や親睦を行い、会の健全な発
展と福祉の向上をすすめています。
学習会や親睦会など、気軽にご参加
ください。

内容

県育成会療育キャンプ
学習会
親睦会 等

会員数 19 名
要件 紀宝町に住所を有する知的障がい
者児を持つ親。
＊P3 紙面の福祉団体に関する問合せ、
申し込みは・・・
事務局（社協☎32-0957）へお願いし
ます。

2014年6月のカレンダー
▲社協事業

●ボランティア活動

★その他

■町行事等

会場の福祉センターとは、本所鵜殿事業所のことです 。
日

曜

内

容

1

日 ▲下地サロン （下地センター）

2

月 ▲子育て支援 リズムリトミック （福祉センター）
▲神内サロン （神内会館）

日

曜

17

火 ●手話サークル すいせん （まなびの郷）

18

水 ▲子育て支援 タッチケア （福祉センター）
▲オープンカフェ （アプローチ）

火 ▲鮒田サロン （鮒田センター）

▲小畑サロン （小畑就業改善施設）

●南京玉すだれ （福祉センター）
4

▲寺子屋 安子さんの着付け分校 （福祉センター）

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）
▲寺子屋 安子さんの着付け分校 （福祉センター）

★福祉児童相談 （平尾井センター）
19

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町外）

★福祉児童相談 （鮒田センター）
5

●男流ダンボ おもちゃ病院 （福祉センター）

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町内）
●子育てサロン ふれんZOO （飯盛集会所）

★身体障がい者福祉会役員会 （福祉センター）
20

金 ▲スウィーツ広場 （福祉センター）

★身障グラウンドゴルフ大会 （鵜殿グラウンド）
6

▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

▲避難訓練 （福祉センター）

▲鵜殿すみれサロン （熊野市）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）

●子育てサロン ふれんZOO （ふれあい会館）

★町老連 囲碁大会 （まなびの郷）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）
7

21

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●はっぴーすまいる （鵜殿地区）

▲鵜殿さつきサロン （鵜殿交流センター）
▲鵜殿ぼたんサロン （那智勝浦）
8

日

9

月 ▲HP検討委員会 （福祉センター）

■紀の宝 港市 （鵜殿港）
22

日

23

月 ▲高岡サロン （高岡防災センター）
▲寺子屋広場 （福祉センター）

■タイムライン策定検討部会 （役場）
10

★町老連 踊り教室 （福祉センター）

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）
▲中能登町鹿島地区 民児協視察

●紀宝花づくりの会～２７日 （神内センター）
24

火 ●手話サークル すいせん （まなびの郷）

▲福祉協力校連絡会議 （福祉センター）
●手話サークル すいせん （まなびの郷）
11

12

★町老連 将棋大会 （福祉センター）
25

水 ▲あらいぶ親子教室 （福祉センター）

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲オープンカフェ （アプローチ）

▲井田上野サロン （上野つどい館）

▲心配ごと相談 （福祉センター）

●子育てサロン ビスケット （ふるさと歴史館）

▲V・市民運営委員会 （福祉センター）

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町内）
▲鵜殿たんぽぽサロン （鵜殿駅前旧職員住宅）

●音訳ボラ メッセ （福祉センター）
26

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町内）

●寺子屋 ダンボ料理分校 （福祉センター）
13

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

▲井田茶屋地サロン （茶屋地センター）
27

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）
14

容

★民児協定例会 （福祉センター）

▲大里サロン （大里集会所）
3

内

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）
28

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●鵜殿地区配食 （まなびの郷）

●鵜殿地区配食 （まなびの郷）

●紀宝ゆるクラブ （福祉センター）

●紀宝ゆるクラブ （福祉センター）

15

日 ★母子寡婦福祉会 親睦会 （紀和町）

16

月 ●絵手紙サークル こんにち和 （福祉センター）
★町老連 踊り教室 （福祉センター）
▲サロン代表者交流会 （福祉センター）

■図書館 おはなし会 （鵜殿図書館）
29

日

30

月 ▲井田地下サロン （地下集会所）

福祉の店「アプローチ」情報
毎週 月・ 火・ 木・ 金 は手作りパンを焼いてます。

（水曜日は、施設等への予約販売日）
社協では、ボランティア活動や町の行事などの情報を共有し、明るいまちづくりをすすめています。

（あらいぶ）

（小阪具子先生）
時

間 10:30～11:30

時 間 10:00～11:30

会

場 紀宝町福祉センター

会 場 紀宝町福祉センター

参加費 町内 1 組 300 円

参加費 1 人 100 円

内

内 容 七夕の飾り付けをしよう

容 リズムにのって身体を動かし楽しもう
（本館千子先生）

時

間 10:00～11:00

会

場 飯盛会館

会

場 紀宝町福祉センター

内 容 うちわづくり

参加費 町内 1 組８00 円

おやつ ソーメン

内

支援者 ふれん ZOO

容 マッサージで親子のスキンシップ

会

場 ふれあい会館

内 容 紙コップでロケットづくり
時

間 10:00～11:30

おやつ わらびもち

会

場 紀宝町福祉センター

支援者 ふれん ZOO

参加費 1 組 ３００円（要予約）

会

内

容 豆腐のやわらかみたらし団子

内 容 お楽しみ！

講

師 子育て支援担い手さん

支援者 ビスケット

時

間 10:00～11:3０

会

場 紀宝町福祉センター 2 階交流室３

内

容 壊れたおもちゃがあればご持参下さい
場合により、入院になるかもしれません

場

ふるさと歴史館

あたたかい善意をありがとうございます
福祉向上のために活用させていただきます

事前にお預かりすることも可能です

貴祢谷社保存会

日

時 ６月２５日（水）10:00～15:00

場

所

相談員

紀宝町福祉センター

交流室１

山田十司・龍神弘重・榊原富也（敬称略）

「お気軽にご相談下さい」

① 日

時

６月

様

４日（水）10:00～12:00

場 所

鮒田構造改善センター

相談員

田中啓一・梶屋喜一（敬称略）

② 日

時

場

所

相談員

６月１８日（水）10:00～12:00
高齢者生産活動センター（平尾井）
濵口

啓・和田美知代（敬称略）

お問い合わせ・申込みは紀宝町ボランティア・
市民活動センターへ３２－０９５７
広場・各分校とも６月２日（月）9 時から
受付を開始します。
（申し訳ありませんが、
一度に大勢の申込みはご遠慮ください）
広場は地域の方を講師に迎え、 日頃か
ら関心のあることに挑戦できる場です。

赤ちゃんがはう様子から“はいはい人形”と呼ばれます。
かわいく、元気に成長する様子から縁起ものとも言われています。
古布を使って作り、とても愛着のわく小さなお人形です。
好評につき 2 度目の開催ですが、
初めての方を優先させて頂きます。
●６月２３日（月）１３時 30 分～１５時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：岡鼻三紀子さん（井田）
○定 員：１０名
○参加費：３００円
○持ち物：糸（きなり・黒）
、針、はさみ

紀宝町絵手紙サークル こんにち和
紀宝町絵手紙サークルこんにち和

広場で開催して、今後も地域講師の継続が可能な場合は分校になり、毎月開催
しています。いつからでも気軽に参加してください。

日本の伝統衣装をだれに
でも気軽に着せられるよ
う応援します。
●６月 ４日（水）
●６月１８日（水）
13 時 30 分～
15 時 30 分
○場所：紀宝町福祉センター
○講師：有城安子さん(井内)
○参加費：５00 円
○持ち物：練習着・肌着等

〔べビーブロックの鍋つかみ〕
かんたんパッチワー
クで、布のリサイク
ルを、すすめます。
●６月１０・１７日（火）
二日で完成 １３時～１５時
○場所：紀宝町福祉センター
○講師：久保和子さん（井田）
○定員：１０名 ○参加費：４00 円
○持ち物：裁縫道具・筆記用具
＊申込み多数の場合 12 時まで受
付し午後抽選とさせて頂きます。

〔エスカルゴ パーティ〕
団塊世代の男性を対
象に、簡単料理
で食の自立を応
援します
●６月１２日（木）
10 時～１３時
○場所：紀宝町福祉センター
○講師：男流ボランティア
ダンボ
○参加費：６00 円

クイズ
①ボランティア・市民活動セン
ターの登録団体は○○団体。

行先：町内スーパー
５・１２・２６日（木）午前中
行先：町外スーパー
１９日（木）午前中
詳しくは 電話（３２）０９５７へ

普段の暮らしの中の身近な福祉情
報を伝える「社協だより」が発刊
100 号を迎えました。クイズに答
えて頂いた方で、正解者の中から
１０名に抽選で福祉の店アプロー
チの手作りパンをお届けします。
★応募資格
紀宝町内に在住の方
★締め切り
6 月 1３日（金）

登録ヘルパー随時募集中！

②アプローチのパンは月・火・
木・○曜日に販売。
★応募方法
○の２問分と住所、氏名、年齢、
電話番号、ひとことを書いて
ハガキかメール（kiho-shakyo.
or.jp）で、紀宝町社会福祉協議
会地域福祉係（〒519-5701 紀
宝町鵜殿 1074-1）まで。

