
 

   

    

    

   

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 
                          

     

 

 

 

【神内事業所】 

介護保険事業・受託事業  

〒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） 

【本所・鵜殿事業所】 

地域福祉事業全般  

〒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 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ホームページ  

http:// kiho-shakyo.sub.jp/ 

【アプローチ事業所】 

就労継続支援（Ｂ型）事業  

 

（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 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

福祉の店「アプローチ」 

〒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 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会 お問い合わせ一覧 

 

ご自宅近くから、町内の

スーパーまでの移送を

お手伝いするサービス

です。無料ですので、皆

さんご利用下さい（利用

要件等は、P2 参照） 

P1  スーパーカー事業  

P2  困った時はお互いさん事業 

P3  福祉連絡会・災害ボラ講座 

P4  カレンダー 

P5  子育て支援・相談所開設 

P6  情報伝言板 

夕飯何に

しよう？ 
たくさん買

ったよ！！ 

みんなとワイ

ワイ！買物後

にひと休み！

みんなとワイ

ワイ！ 



 

 

 

       

 

大好評！『スーパーカー』をご利用下さい！     ■■ ご利用の流れ ■■ 

 

   

 

 

 

 

 

■■ 登録人数曜日別・地区別 ■■ 

 

 

 

 

   ■■ ご利用要件 ■■  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火曜日 １２名  金曜日 ３０名 

午前 ６名 午前  １７名 

午後 ５名 午後  １３名 

時間保留 １名   

地区別 地区別 

北桧杖 １名 桐原   ３名 

鮒田 ３名 平尾井   １名 

成川 ４名 井内   １名 

井田 １名 大里   ６名 

鵜殿 ３名 高岡   ２名 

利用できる地区は曜日毎

にことなります。２月

号・１月号ご参考に。 

神内   １名 

井田   ９名 

鵜殿   ７名 

 平成２７年１月１３日から、毎週火・金曜日と

事業を実施しています。もっと多くの買物に困っ

ている方に、ご利用いただけるよう広報等で周知

を図っていきます。 

（現在の実績報告） 

 

  

 情報例を掲載します。 

  ●●商店：●●地区内なら、電話注文で配達できる 

  ●●商店：２０００円以上購入なら無料配達 

  ●●美容院：出張サービスします 

  ●●弁当：１個からでもお弁当配達します 等 

 

お問い合わせ先 

 紀宝町社会福祉協議会 地域福祉係 

 電 話 （３２）０９５７ 登立・鈴木 

 携帯電話 ０９０（４３０４）５０６６ 

 

①電話等でお申し込み 

②社協から訪問し、説明⇒利用申し込み書記入 

③利用登録完了 

④利用前日の午後５時までに利用申し込み 

⑤利用当日 

 （１）ご自宅近くまで、お迎え 

 （２）マル井マート・コーナンで買い物 

  （１時間：買物が終わったら休憩所でまっ

てもらいます） 

 （３）ご自宅近くまで、お送り 

 

①対象者 

・紀宝町在住で６５歳以上の方 

・ワゴン等への乗り降りができる方 

・店内では１人で買物ができる方 

・登録制ですので、事前に申し込みを下さい 

②行き先 

・町内（マル井マート・コーナン） 

目的：ちょっとした支援があれば『住み慣れた

自宅で生活できる』のに、そのちょっとした支

援がなかなか受けられにくい時代になってき

ています。特に、高齢者や障がいのある方が、

『自分で買物をする』ことが難しくなってきて

います。そこで、見てわかりやすい、利用しや

すいマップを作成中です。 

 町内の商店等の情報を集めています。ご協力

下さい。また、利用する側から、こんな情報も

入れて欲しいというものがありましたら、右記

までご連絡下さい。 



              災害ボランティア養成講座   紀宝町福祉連絡会  

   

 

台風や地震・津波など、災害が発生した時に、

自分の身近な人たちと協力してボランティアを

することは、特別なことではなく、誰もがそれ

ぞれできることをする『支えあい』です。 

日頃から災害に関心を持ち続け、ちょっとし

た知識を身につけることを目的に開催します。 

高齢者も若い人も、男性も女性も、みなさん

ぜひこの機会にご参加ください。 

 

【申し込み先】 

紀宝町社会福祉協議会 電話（３２）０９５７ 

       ファックス（３２）０９５８ 

メールアドレス 表紙参照（本所鵜殿事業所） 

 

※申し込み締切り：３月１３日（金） 

災害ボランティア養成講座 

■日時：３月２２日（日）９時～１２時 
 

■場所：紀宝町福祉センター 

 

■講師：特定非営利活動法人 

レスキューストックヤード 

 常務理事 浦野愛様 

 

■参加費：無料 

 

 

  

 

紀宝町内で福祉活動をしている各福祉関係団体が 

 お互いの連携を強め、さらに福祉への向上を図るこ 

とを目的に連絡会が設置されています。 

3 月は、会員同士の健康と交流、会員加入促進を 

目的にグラウンドゴルフ大会が開催されます。 

 関心のある方は、ぜひ社協へお問い合わせください。 

紀宝町社会福祉協議会 電話（３２）０９５７ 

 

〔構成団体〕 

老人クラブ連合会・母子寡婦福祉会 

身体障がい者福祉会・手をつなぐ親の会 

民生委員児童委員協議会・遺族会 

ボランティア市民活動センター・学童保育 

シルバー人材センター・社協役員 

 

 

日時 ３月２４日（火） 

    ９時～１２時 

   ＊雨天時は 26日（木） 

 

場所  

 

参加費  



　　　2015年3月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 日 ▲下地サロン　（下地生活改善センター） 18 水 ▲オープンカフェ　（アプローチ）

2 月 ▲神内サロン　（神内会館） ▲つれもてまつり反省会　（福祉センター）

▲鮒田サロン　（鮒田センター） ▲地域福祉活動推進協議会　（津）

★町老連踊り教室　（福祉センター） ▲寺子屋広場　（福祉センター）

3 火 　 ★福祉児童相談　（神内センター）

4 水 ▲オープンカフェ　（アプローチ） 19 木 ▲子育て支援　音楽療法　（福祉センター）

●南京玉すだれ　（福祉センター） ●ダンボおもちゃの病院　（福祉センター）

■子育て支援講座　（子育て支援センター） ▲お互いさん買い物ツアー　（町外）

★福祉児童相談　（鵜殿ふるさと歴史館） ★身障役員会　（福祉センター）

5 木 ▲お互いさん買い物ツアー　（町内） 20 金 ▲金曜朝市　（福祉の店「アプローチ」）

●子育てサロン ふれんZOO　（神内会館） ●配食サークルほほえみ　（福祉センター）

★身障GG大会　（鵜殿グラウンド） 21 土 ▲オープンカフェ　（アプローチ）

6 金 ▲鵜殿すみれサロン　（ふれあい会館） ■紀の宝 みなと市　（鵜殿港）

▲金曜朝市　（福祉の店「アプローチ」） 22 日 ▲災害ボランテイア養成講座　（福祉センター）

●子育てサロン ふれんZOO　（井田公民館） ▲災害Vコーデイネーター研修会　（福祉センター）

●配食サークルほほえみ　（福祉センター） 23 月 ▲高岡サロン　（高岡防災センター）

★町老連パソコン教室　（新宮） ●傾聴打ち合せ　（福祉センター）

7 土 ▲オープンカフェ　（アプローチ） ●紀宝花づくりの会～27日　（神内センター）

●はっぴーすまいる　（鵜殿地区） 24 火 ▲福祉連絡会GG大会　（鵜殿グラウンド）

8 日 ●手話サークルすいせん　（まなびの郷）

9 月 ▲トップセミナー 理事研修会　（津） ▲飯盛サロン　（飯盛集会所）

10 火 ▲井田馬場地サロン　（井田公民館） 25 水 ▲オープンカフェ　（アプローチ）

●手話サークルすいせん　（まなびの郷） ▲心配ごと相談　（巡回）

▲生活福祉資金貸付事業担当職員研修会　（津） ●子育てサロン あらいぶ　（福祉センター）

11 水 ▲井田上野サロン　（上野つどい館） ●寺子屋 安子さんの着付け分校　（福祉センター）

▲オープンカフェ　（アプローチ） ●音訳ボラメッセ　（福祉センター）

●子育てサロンビスケット　（福祉センター） 26 木 ▲井田茶屋地サロン　（茶屋地センター）

●寺子屋 安子さんの着付け分校　（福祉センター） ▲お互いさん買い物ツアー　（町内）

12 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン　（鵜殿駅前旧職員住宅） ■人権講演会　（まなびの郷）

●寺子屋ダンボ料理分校　（福祉センター） 27 金 ▲金曜朝市　（福祉の店「アプローチ」）

▲お互いさん買い物ツアー　（町内） ▲子育て支援ゆりかご　（福祉センター）

13 金 ▲金曜朝市　（福祉の店「アプローチ」） ▲社協理事会・評議員会　（福祉センター）

●配食サークルほほえみ　（福祉センター） ●配食サークルほほえみ　（福祉センター）

★町老連パソコン教室　（新宮） 28 土 ▲オープンカフェ　（アプローチ）

14 土 ▲鵜殿ぼたんサロン　（鵜殿ふるさと歴史館） ●鵜殿地区配食サービス　（まなびの郷）

▲鵜殿ささゆりサロン　（長谷集会所） ■図書館おはなし会　（鵜殿図書館）

▲オープンカフェ　（アプローチ） 29 日 ▲鵜殿さつきサロン　（町内）

●鵜殿地区配食サービス　（まなびの郷） 30 月 ▲井田地下サロン　（町内）

▲ボランテイアスクール　（福祉センター） 31 火 ●手話サークルすいせん　（まなびの郷）

15 日

16 月 ▲サービス支援体制検討委員会　（福祉センター）

★町老連踊り教室　（福祉センター） 福祉の店「アプローチ」情報

17 火 ●絵手紙サークル こんにち和　（福祉センター） 　毎週月・火・木・金は手作りパンを焼いてます。

●手話サークルすいせん　（まなびの郷）

★民児協役員会・定例会　（福祉センター）

　　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。

▲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。



  

  

   

 

 

        （福田朝子先生）         （あらいぶ）   

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 容 音楽にふれ心も身体もリフレッシュ！      内 容 お別れ会 

   

  （本館千子先生）  

時 間 10:00～11:00                  会 場 神内会館       

会 場 紀宝町福祉センター                 内 容 ひなまつり 

参加費 町内 1組８00円                   おやつ サンドイッチ 

内 容 マッサージで親子のスキンシップ           支援者 ふれん ZOO 

                              会 場 井田公民館    

              （向井綾先生）          内  容 修了式                 

時 間 10:３0～11:30                  おやつ ランチ 

会 場 紀宝町福祉センター                 支援者 ふれん ZOO 

参加費 1組 ５00 円（要予約７組限定）          会 場 ふるさと歴史館  

内 容 エコクラフト♡ミニバック              内 容 お買物ごっこ 

                          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。 

事前にお預かりする事も                                 

                           可能です。                              

   ＊ 今回は巡回相談です 

 

日 時 ：３月２５日（水） 

A 班 

相談員：田中啓一・前地幸久・山田十司（敬称略） 

時間・場所 １０時～１２時 井田公民館 

     １３時～１５時 ふれあい会館       ① 日 時：３月４日（水）１０時～１２時 

B 班 場 所：ふるさと歴史館 

相談員：奥地よしゑ・久原章作・有城安子（敬称略）      相談員：田中啓一・和田美知代（敬称略） 

時間・場所 １０時～１２時 紀宝町福祉センター      ② 日 時：３月１８日（水）１０時～１２時 

        １３時～１５時 大里多目的集会所          場 所：神内福祉センター 

  相談員：梶屋喜一・森倉賢一郎（敬称略） 

    

   

   



 

 

 

 

 

 

町福祉センターの「リサイクルバザ

ー」「手作りバザー」をご存じです

か！家の押し入れなどで眠ったま

まの新品の品物を整理して、必要と

する人におわけする“しくみ”です。 

 

売り上げの一部（リサイクルは半

分、手作りは１割）を町ボランティ

ア基金に寄付してもらい有効に活

用させていただいています。 

どうぞご協力ください。         

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

   

  

     

  

 

 

               

   

 

                                      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分校は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。 

 

移動手段等がなく、生活用品の買い

物に困っている希望者に対して、  

1 対 1 の付きそいを行い集団で買い

物に行けます。気がねなくご利用を。 

 

＊利用券 2 枚（500 円）。 

＊個人の車は使用しません。 

＊買い物の滞在は 1 時間。 

 

  

行先：町内スーパー 

５・１２・２６ （木） 午前中 

行先：町外スーパー 

１９ （木） 午前中 
 

    

 

 

 

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。 

●３月１１日（水） 

 ３月２５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 

 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

広場・各分校とも３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。 

              

お

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 

 

 

〔あじと茄子の梅干し揚げ〕 
団塊世代の男性を 

対象に食の自立を 

応援します 

●３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 

○持ち物：エプロン・三角巾 

 

 

着なくなった洋服のきれいなボタンなど、捨てるのがもったいな

いですね。リサイクルして、素敵なブローチを作りませんか。 

作り方を覚えて、家にあるボタンの活用ができますね 

どうぞ気軽にご参加ください。 

●３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：温井亘子さん（高岡） 

○定 員：１５名 

○参加費：３00 円 

○持ち物：黒糸・針・はさみ 

 

 

詳しくは 稲本（３２）０９５７ 

  

熊野の森林の素晴らしさを実感

し、豊かな自然を守ろうと今年も

植樹祭を実施します。 

気もちのいい汗をかきませんか

ぜひおでかけください。 

（昼食作りのボランティアも募集） 

●日時：３月１５日（日）９時集合 

●場所：御船島の横（みふねの杜

看板）を右折して５ｋｍ 

●問合せ：代表田尾 

     090-3273-8061 

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

宝町絵手紙サークル こんにち和 


