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平成２７年度の学童保育は、平日・長期利用４８名
長期のみの利用１６名、計６４名の利用登録で、スタ
ートしました。学校から帰って、宿題をして、天気の
いい日は、みんな一緒に外で遊んでいま～す。

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

お問い合わせ一覧

【神内事業所】

【本所・鵜殿事業所】

【アプローチ事業所】

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・訪問入浴

法人運営 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/

就労継続支援（Ｂ型）事業

生きがいﾃﾞｲ
日中一時支援事業

TEL:32-3197 訪問介護・布団乾燥
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

登録ヘルパー随時募集中！

（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

去る、5 月 13 日（水）紀宝町福祉センター
において「平成 27 年 紀宝町ボランティア・
市民活動センターの総会」を開催し、11９名の
方が参加しました。
＜運営委員の皆さん＞ （敬称略）

今年で９年目を迎える平成 2７年度総会で

運営委員長

神園 敏昭

副運営委員長

久原 章作

監

は、司会の千葉江美さん、議長の松原洋一さん

事

委 員

の進行で、平成 2６年度の事業報告および新運
営委員選出と平成 2７年度の事業計画が協議さ
れました。登録団体は 9３団体で、ボランティ
ア登録数は延べ４，３７４名となっています。
今年度から「次世代ボランティアの育成」を

事務局

重点事項に加え、若い世代の方が積極的にボラ

有城 安子

森 新一
地案 光徳

千葉 江美

小畑 豊

蔵本 一十三

松場 宏

蔵本 良子

中村 泰士

須川 恭行

上坪 直美

鈴木 生子

時松 有見子

ンティア活動に参加できるようはたらきかけ
ていきます。
二部では、「日本民謡

くろしお会」と尺八

の畠良一さん三味線の南真穂さんに日本民謡
を披露していただき楽しいひと時を過ごすこ
とができました。
（右横の写真）

平成２５年度１月より、ボランティア協力

活動の内容は、

依頼があればすぐ対応できる体制を整えるこ

災

害（災害時の支援・減災防災支援）

とを目的に個人ボランティアの募集を募って

文

化（施設への慰問）

います。現在８９名の方が登録しています。

環

境（美化運動・まちづくり・保健）

・団体に属さず、社会貢献を希望する方

まちづくり（イベントの支援・レク活動）

・現在団体に所属しているが関心のある分

保

野で個人でも活動したい方
ぜひ登録をお願いします。

健（食に関するイベント支援）

となっています。
「興味がある」、
「やってみたい」
活動内容を教えて頂きボランティアの依頼があ
れば事務局からお知らせする仕組みになってい
ます。
＜お問合せ＞

☎
３２－０９５７ 時松まで

Q:『災害ボランティアコーディネーター？』どんなこ
とをするの？
A:わかりやすくいうと、災害時に、災害ボランティア
センターが開設されます。そのセンターで、地域内外
から来ていただいたボランティアを被災された地域へ

【募集要件】

派遣する等、効果的にコーディネートするのが大きな

①町内に在住する１８歳以上の方（学生を除く）

役割です。又、平常時には地域の防災力を高める啓発

②普通自動車以上の運転資格を有し、常に安全運

活動も行います。

転を励行している方

内

③ボランティア活動に関心があり今後の活動に積

容

日

１

開講式・基調講演

７月６日（月）

２

地域の取り組みを知ろう

７月下旬

④目的を十分理解し活動していただける方

３

ワークショップ

８月上旬

⑤右記カリキュラム日程の８０％以上履修できる

４

ワークショップ

８月下旬

５

災害ボンティアセンター設置

９月

極的に参加していただける方

方
紀宝町社会福祉協議会
☎ ３２－０９５７
（担当）鈴木・寺地

時

訓練・講演
６

閉校式・設置訓練・ボラコ交

１０月

流

◎手をつなぐ親の会
紀宝町に住所を有する知的障がい者（児）を持つ親
主な行事：療育キャンプ、施設見学

紀宝町では福祉活動をしている福祉団体がお互い
の連携を強め、さらなる福祉の向上を目的とした

紀宝町福祉連絡会が設置されています。
福祉連絡会を構成する各福祉団体は新規会員を募
集しています。会員の対象は次のとおりです。

◎母子寡婦福祉会
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
主な行事：クリスマス会、親睦会

◎身体障がい者福祉会

◎老人クラブ連合会

紀宝町に住所を有する身体障がい者（身体障がい者福

おおむね６０歳以上の方＊加入できる年齢はそれぞれの

祉法第４条に基づく身体障がい者及び１８歳未満の場

地区の老人クラブにより異なります。

合はその保護者）

主な行事：老人福祉大会、グラウンドゴルフ大会、ゲート

主な行事：美化活動、親睦会、グラウンドゴルフ大会

ボール大会、囲碁将棋大会、パソコン教室、新年会、趣味
の作品展

＊各団体は年間を通し、研修や 会員の交流
を図るための行事を実施しています。

▶事務局はいずれも
紀宝町社会福祉協議会（地域福祉係）です。
電 話 0735-32-0957
ＦＡＸ 0735-32-0958
※お気軽にご連絡下さい(*^-^*)

2015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

月 ▲子育て支援 リズムリトミック （福祉センター）

日

曜

内

容

17

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲神内サロン （神内会館）

▲鮒田サロン （鮒田センター）

★町老連 踊り教室 （福祉センター）

▲子育て支援 タッチケア （福祉センター）

2

火 ▲大里サロン （大里多目的集会所）

●寺子屋 安子さんの着付け分校 （福祉センター）

3

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

★福祉児童相談 （平尾井高齢者生産活動センター）

●南京玉すだれ （福祉センター）
★福祉児童相談 （鮒田構造改善センター）

▲災害対策会議
18

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町外）

▲那智勝浦町社協 来所
4

▲安全衛生管理研修 （熊野）

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）

▲子育てサロン ふれんZOO （神内）
■地域包括ケア会議
5

6

★身障役員会 （福祉センター）
19

金 ▲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」）

▲子育てサロン ふれんZOO （鵜殿交流センター）

▲鵜殿すみれサロン （ふれあい会館）

▲大台町ボラコ連絡会 来所 （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）

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●寺子屋広場 （福祉センター）

▲鵜殿ぼたんサロン （ふるさと歴史館）
●はっぴーすまいる （鵜殿地区）

★県身連紀州ブロック連協 （まなびの郷）
20

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

7

日 ▲成川下地サロン （下地生活改善センター）

▲鵜殿さつきサロン （交流センター）

8

月 ▲寺子屋スウィーツ広場 （福祉センター）

■紀の宝 みなと市 （鵜殿港）

●配食ほほえみ研修会 （まなびの郷・宇久井）
9

火 ▲福祉協力校連絡会議 （福祉センター）

21

日

22

月 ●紀宝花づくりの会～２６日 （神内センター）

▲井田馬場地サロン （井田公民館）

●子育てサロン あらいぶ （井田公民館）
▲高岡サロン （高岡防災センター）

●手話サークルすいせん （まなびの郷）

★矢淵中学校職場体験～１１日
10

23

火 ▲浅里サロン （浅里集会所）

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲飯盛サロン （飯盛集会所）

▲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）
11

●手話サークルすいせん （まなびの郷）
24

水 ▲心配ごと相談 （福祉センター）

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

▲オープンカフェ （アプローチ）

●寺子屋ダンボ料理分校 （福祉センター）
▲鵜殿たんぽぽサロン （鵜殿駅前旧職員住宅）
12

25

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

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）

13

●音訳ボラメッセ （福祉センター）
▲茶屋地サロン （茶屋地センター）
26

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

27

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）
●鵜殿配食 （（まなびの郷）

●配食サークルほほえみ （福祉センター）

14

日

●鵜殿配食 （（まなびの郷）

15

月 ★町老連 踊り教室 （福祉センター）

■図書館おはなし会 （鵜殿図書館）

16

火 ●手話サークルすいせん （まなびの郷）
●絵手紙サークルこんにち和 （福祉センター）

28

日

29

月 ●傾聴ボランテイア打合せ （福祉センター）
▲地下サロン （地下集会所）

●寺子屋初級者向けパッチワーク分校 （福祉センター）

★民児協 定例会 （福祉センター）

30

火 ●手話サークルすいせん （まなびの郷）
●寺子屋初級者向けパッチワーク分校 （福祉センター）

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。

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。
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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まで
広場・各分校とも６月１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。

この地域では、端午の節句を旧暦でお祝いしますね。
一緒に「おさすり」をつくりませんか。
気楽に参加してください。
●６月１９日（金）１３時～１５時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：向井美恵子さん（阪松原）
○定 員：１５名
○参加費：３00 円
○持ち物：エプロン・三角巾

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

広場で開催し、今後も継続が可能な時は分校になり、毎月開催しています。
何時からでも参加していただきます。

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１０日（水）
６月１７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

〔クラムシェルのショルダー〕
かんたんパッチワー
クで布のリメイクを
●６月１６・３０日（火）
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）
○参加費：500 円
○持ち物：裁縫道具・筆記用具
数種類のはぎれ

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。
2

〔冷やし中華〕
団塊世代の男性を
対象に食の自立を
応援します
●６月１１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

福祉・介護・看護に興味があり仕事
をお探しの方に就職応援セミナー
と就職相談会が開催されます。興味
のある方はお問合せください。
詳しくは 三重県社会福祉協議会
☎059‐227‐5160

500
1

登録ヘルパー随時募集中！

