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桐原サロンでの様子

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

賛助会員募集中！

7 月・8 月は強調月間です

平素は、毎年「賛助会員登録」を積極的
に行っていただき、また、社会福祉協議会

で、納入書にて直接、指定された金融機
関に納めて頂くか、本会の事務所（鵜殿・

の諸事業推進にご理解、ご支援、ご協力を

神内）各福祉センター内、もしくは、福

頂き、誠にありがとうございます。
さて、本年度も 7 月、8 月を社協賛助

祉の店「アプローチ」まで、お願い申し
上げます。

会員募集『強化月間』といたしまして、町

尚、今年は、就労継続支援Ｂ事業「福

民の皆様にご協力をお願いし、ご案内させ

祉の店

ていただいております。
誠に申し訳ございませんが、納入の方は、

強調月間中にご登録いただいた方に、1

いつものとおり、表紙に添付していますの

◇ 賛助会費・寄付金 2６年度実績
●賛助会費

◇

アプローチ」のご利用補助券を

人 1 枚、お渡しさせていただきますので、
ご利用下さい。（会員クーポン還元事業）

◇ 2６年度 賛助会費の使途 ◇
①いきいきサロン（2５ケ所）

７７９，０００円

②福祉協力校運営費（７校）

５２４，０００円
企業団体 ２５５，０００円
●寄付金
４５４，５３８円

③社協つれもてまつり
④ボランティア団体助成金等
⑤会員クーポン（還元）事業

内訳：個人

（２８件）

紀宝町社会福祉協議会では、人の心に
寄り添い繋がる事を目的に去る 3 月 6 日
～14 日に 3 回に渡り、傾聴ボランティ
ア養成講座を開催しました。養成講座受
講生 26 名と現在活動を行っている傾聴
ボランティアグループ「クローバーの会」
の１２名が受講し、ボランティア活動を
行う上での必要な技法や心構えの基本な
ど、事例を交えた内容を学びました。
【いきいきサロン事業】

（※使途検討委員会で協議）

【第９回 社協つれもてまつり】

昨年度、皆さまからお預かりいたしました『賛助会費・寄付金』は、使途検討委員会で検討
した上で、今年度の福祉事業で有効に使わせていただきます。ありがとうございました。

「地域福祉」は、だれもが住み慣れた地域で安

策定委員会

12 名

心して暮らせるよう、地域に住む人たちが主役と

大井智香子（中部学院大学短期大学部准教授）

なって進める地域づくりの取り組みのことです。

山口訓広（三重県社会福祉協議会総務企画部）

「福祉」というと高齢者や障がい者など特定の

濵口啓（民生委員児童委員協議会）

人のためのものというイメージが強いのかもしれ

地案光徳（老人クラブ連合会）

ませんが、
「すべての人」のために行うのがこれか

神園敏昭（ボランティア・市民活動センター）

らの福祉のあり方であり、日ごろの生活の中で手

畑中淳子（母子寡婦福祉会）

助けが必要になったとき、行政や専門の機関と、

小阪利代（身体障がい福祉会）

地域の人やボランティア、事業所などが一緒にな

野田泰史（相野谷小学校長）

って助けを必要としている人を支えていく仕組み

辰巳尚（区長会代表）

づくりが求められるようになってきました。

山田十司（住民代表）

町は地域福祉計画、社会福祉協議会では、地域

上平善一（社会福祉協議会）

福祉活動計画を今年度、一緒に策定していくこと

作業部会

14 名

になっております。策定委員・作業部会委員が決

松場宏（手をつなぐ親の会）
・下口公未佳（通園めだか）

まりましたので、報告させていただきます。今年

松元美國（老人クラブ連合）
・樫山惠美（主任児童委員）

度中に策定する予定ですが、随時進捗状況を、お

曽越勲（民児協）・久原章作、有城安子（ボラ市民）

知らせしていきます。

森新一、尾崎しほ子、福本寿奈緒（住民代表）
中口紀子（包括）岡本こずえ（保健センター）
堀切貴子、中野大（社会福祉協議会）

（敬称略）

～これからよろしくお願いいたします～

小学５年～中学３年

ボランティアスクールは、ふくしが身近にあることを知っていただくために開催します。

定員１０名程度

ふくしについて興味のある方・学びたい方は、ぜひ参加しましょう(^^)/
●対 象

紀宝町内の小学５年生～中学３年生

●募集人数

１０名程度

●申込方法

７月に学校で配布されるチラシの申込書で申し込んで下さい。 〆切：７月１６日（木）
【スケジュール】＊時間は９時～１１時３０分
① ７月２３日（木）ふくしについて
② ８月

５日（水）いのちの大切さ

③１０月３１日（土）障がいについて
④１１月

７日（土）ボランティアの体験

⑤１２月１２日（土）高齢者との交流・修了式

▶問い合わせ・申し込み先
紀宝町社会福祉協議会（地域福祉係）

電話

32-0957

／

ＦＡＸ

32-0958

「食」に関してのサービスに重点を置き実施！

《平成２６年度を振り返る：地域福祉活動》
生活困窮者自立支援法の成立に伴い、本会は、以前から、ボランティアによる「配食サービ
ス」
、「困った時はお互いさん！」の３つのサービス（下記のとおり）
①おかずのおすそわけサービス、②買い物支援ツアーサービス（付き添いが必要な方対象）、
③便利屋さんサービスや福祉の店「アプローチ」の宅配・移動販売事業を行ってきました。
それに加え、１月１３日からは、スーパーカー事業（買物無料送迎バス事業：自分一人で買
物が可能な方対象）を実施し、住み良い町づくりの一端を担わさせていただきました。
今後も充実を図り、継続したいと思いますので、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

●本所
《法人運営》
①理事１３名・監事２名・評議員２７名
②理事会（３回）・評議員会（３回）の開催
③職員管理１１５名 （正職２１名･嘱託１４名・臨時８０名）
④役員研修会（６回）職員研修会・説明会 （２４回）
⑤寄付金 （２８件・４５４，５３８円） 物品寄付（３件）
⑥社協賛助会費 （３０２件・７７９，０００円）
⑦広報紙発行 （毎月１回）

⑪子育て支援事業（全９事業）
・にこにこ広場
・親子教室あらいぶ
・ビスケット
・音楽療法教室
・ふれん Zoo
・リズムリトミック
・スウィーツ広場
・タッチケア
・ゆりかご広場

●鵜殿事業所
《地域福祉事業関係》
①「困った時は、お互いさん」ネットワーク事業
②サービス支援体制検討委員会（年４回）開催
③２０１４こどもゆめまつり（8/22：小学生対象）142 名
④地域支え合い事業・利用者 156 名 ・協力者 74 名
⑤ふれあいいきいきサロン（27 ヶ所開設）内、2 休止中
⑥社協つれもてまつり（参加者約９５０名）
（内、ボランティア 350 名）
⑦心配ごと相談（開設日数 12 日・相談件数 7 件）
⑧配食サービス(旧紀宝 107 名、旧鵜殿 40 名)
・旧紀宝(食数 2,114 食･ボランティア数 716 名）
・旧鵜殿(食数 716 食･ボランティア数 389 名）

⑨学童・生徒のボランティア活動事業
(福祉協力校：町内７校指定）
⑩初級手話教室養成講座（全 6 回・修了者 13 名）
（講師：手話サークルすいせん）

【子育てサロンの様子】
⑫災害ボランティアコーディネーター連絡会
・会議２回、役員会６回、
・防災啓発事業等への協力（４回）
・被災地支援：9/10～11 丹波市 14 名参加
・他団体との交流・連携（３回）
・会員の研修（２回）
・災害ボランティアセンター設置訓練
（２回：７月・３月）
⑬学童保育「きほっこ」
（放課後児童健全育成事業）
・開設日数２９４日､延人数５，７６４名
⑭地域福祉権利擁護事業
（利用者５名・利用回数８４回）
（生活支援員４名・事業推進員１名）
⑮ボランティア・市民活動センター
（９３団体：４，３７４名）

【手話教室の様子】

⑯福祉団体事務局（９団体）
・紀宝町福祉連絡会
・紀宝町災害見守り体制連絡協議会
・紀宝町共同募金委員会
・紀宝町民生委員児童委員協議会
・紀宝町老人クラブ連合会
・紀宝町身体障がい者福祉会
・紀宝町手をつなぐ親の会
・紀宝町母子寡婦福祉会
・紀宝町遺族会

●アプローチ事業所
★主たる事業所《就労継続支援 B 型事業所 アプローチ》
① 工賃 日額９００円、奨励金年２回、特別奨励金年１回
② 水耕栽培・販売（野菜５種）７，４１０杷
③ 社協事業協力者へコーヒー販売１，３３０杯
④ オープンカフェ（毎週水・土曜日 AM１０：００～１１：３０）
（２，８５４人、１０１日営業）
⑤ デイサービス利用者へのおやつ販売（２４３回）
★従たる事業所《就労継続支援 B 型事業所
福祉の店アプローチ》
① 工賃 日額 1,000 円、奨励金年２回、特別奨励金年１回
② スーパーで商品販売業務
③ たまり場でのコーヒー等提供サービス
④ 店内外や駐車場の清掃・整理整頓
⑤ 宅配・移動販売業務
⑥ 新規商品の開発
【
⑦ 事業を通じて社会的自立、一般就労に向けての
知識・技能等の習得

⑥
⑦
⑧
⑨

福祉センター館内清掃（神内・鵜殿：３４６回）
みかんの袋のばし
２０，０５３枚
空き缶卸
９０キロ
災害対応自販機売上
１９，９３０円

【福祉の店「アプローチ」日帰り視察研修の様子】

●神内事業所
《介護保険事業関係》
（利用延べ人数実績）
① 訪問介護事業
（前年度比 －４％）
② 介護予防 訪問介護事業
（前年度比 －９％）
③ 障害福祉サービス事業
（前年度比 －１２％）
④ 軽度生活支援事業
（前年度比 －５９％）
⑤ 福祉有償運送事業
（前年度比 ３９％）
⑥ 通所介護事業
（前年度比 －２％）
⑦ 介護予防 通所介護事業
（前年度比 －７％）
⑧ 訪問入浴介護事業
（前年度比 －２９％）
⑨ 介護予防 訪問介護入浴介護事業 （前年度比
０％）
⑩ 居宅介護支援事業
（前年度比
２％）
⑪ 居宅介護予防支援事業
（前年度比 １８％）
⑫ 特定相談支援事業（障がい者・児） （前年度比
０％）

《行政からの受託事業》
① 高齢者生きがい活動支援通所事業
（前年度比-１５％）
② 日中一時支援事業
（障がい者デイサービス）
（前年度比 +６％）
③ 寝具等洗濯乾燥消毒
サービス事業
（前年度比 +３％）

■平成２６年度社協決算＊収入総合計 383,484,668 円 ＊支出総合計 378,999,819 円 ＊差引額 4,484,849 円
科目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
介護保険収入
自立支援費等収入
雑収入
受取利息配分金収入
取扱手数料収入
施設整備等補助金収入
積立預金取崩収入
その他の収入
収入合計

収入の部
一般会計

特別会計

779,000
454,538
40,965,000
1,818,200
17,212,387
3,273,682
1,551,019
13,099,000
171,423,050
1,261,180
627,584
137,519
0
1,600,000
1,820,000
17,280

0
0
1,873,880
1,800,000
2,200,000
80,224,208
0
0
0
38,567,550
1,535,963
833
256,795
243,000
743,000
0

256,039,439

127,445,229

科目
人件費支出
事務費支出
事業費支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
経理区分間繰入金支出
固定資産取得支出
積立預金積立支出
その他支出

支出合計

支出の部
一般会計

特別会計

186,502,797
8,156,615
35,307,011
1,551,019
30,000
9,486,860
1,600,000
0
1,978,326
9,340,360

38,395,512
293,330
83,514,894
0
66,600
0
243,000
1,858,171
0
675,324

253,952,988

125,046,831

2015年 7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

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

日

曜

17

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

●南京玉すだれ （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 （鵜殿交流センター）
18

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●子育てサロン ふれんZOO （神内会館）
3
4

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）
▲鵜殿すみれサロン （ふれあい会館）

5

▲鵜殿さつきサロン （新宮市）

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）

■紀の宝 みなと市 （鵜殿港）
19

日

20

月

21

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

●はっぴーすまいる （鵜殿地区）

★民児協役員会・定例会 （福祉センター）

日 ▲成川下地サロン （下地生活改善センター）

●紀宝町花づくりの会～２４日 （神内センター）
22

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲成川飯盛サロン （飯盛ふれあい会館）

▲心配ごと相談 （巡回型）

月 ▲神内サロン （神内会館）

●寺子屋安子さんの着付け分校 （福祉センター）
▲災害ボランティアコーディネーター養成講座（福セ）

▲災害ボランテイアコーディネーター養成講座開講式（福セ）

★町老連踊り教室 （福祉センター）

23

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

▲ボラ市民運営委員会（福祉センター）
7

火 ▲鮒田サロン （鮒田センター）

8

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲井田茶屋地サロン （茶屋地センター）
▲第１回ボランテイアスクール （福祉センター）
24

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

▲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）

●配食サークルほほえみ （福祉センター）
25

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

■春秋学級 （まなびの郷）
9

●鵜殿配食 （まなびの郷）

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

■開館２３周年スペシャルおはなし会 （鵜殿図書館）

▲鵜殿たんぽぽサロン （鵜殿駅前旧職員住宅）

26

日

●寺子屋 ダンボ料理分校 （福祉センター）

27

月 ▲高岡サロン （高岡防災センター）
▲井田地下サロン （地下集会所）

▲第２回地域福祉活動計画作業部会 （福祉センター）

10

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

●傾聴ボラ打合せ （福祉センター）

●配食サークルほほえみ （福祉センター）
11

（海の日）

▲鵜殿ぼたんサロン （ふるさと歴史館）

★身障ふれあい交流会～６日 （志摩市）
6

容

●配食サークルほほえみ （福祉センター）

★福祉児童相談 （桐原生活改善センター）
2

内

●子育てサロン あらいぶ

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

（井田公民館）

★町老連踊り教室 （福祉センター）

●鵜殿配食 （まなびの郷）

■チャレンジ学級 （まなびの郷）

12

日

28

火 ●手話サークルすいせん （まなびの郷）

13

月 ▲子育て支援 ゆりかご （福祉センター）

29

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

14

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）

15

●音訳ボラメッセ （福祉センター）

●手話サークルすいせん （まなびの郷）

30

木 ★手をつなぐ親の会 自立支援事業 （福祉センター）

▲下り場サロン （下り場集会所）

31

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）
▲子育て支援 タッチケア （福祉センター）
▲寺子屋広場 （福祉センター）
★福祉児童相談 （上地多目的集会施設）

16

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。

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町外）
▲子育て支援 音楽療法 （福祉センター）
●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）
★身障役員会 （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。
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7
日

時：

７月２２日（水）
①10:00～12:00

②13:00～15:00

①

A班

日時：７月１日（水）10 時～12 時
場所：桐原生活改善センター

場所：①井田公民館

②ふれあい会館（鵜殿）

相談員：濵口啓・樫山惠美（敬称略）

相談員：前地幸久・奥地よしゑ・龍神弘重
（敬称略）

②

日時：７月 15 日（水）10 時～12 時

B班

場所：上地多目的集会施設

場所：①紀宝町福祉センター（鵜殿）

相談員：田中啓一・屋敷博未（敬称略）

②大里多目的集会施設
相談員：保田啓一・榊原富也・久原章作（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まで
広場・各分校とも７月１日（水）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。

長いループをしぼめながら花の形を作っていく簡単な
花のブローチです。気楽に参加してください。
●７月１５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：５００円
○持ち物：裁縫道具、糸（白・黒）
、
はさみ
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。

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

何時からでも参加していただきます。

〔肉のちらし寿司〕

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。
●７月 ８日（水）
７月２２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

団塊世代の男性を
対象に食の自立を
応援します
●７月９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

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、大
型車両とシルバー人材センターを
利用し 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

500
1

登録ヘルパー随時募集中！

福祉センター２階にて、リサイクル
コーナーと手づくりコーナーを常設
しています。
売上の一部は町ボランティア基金し
てもらい有効に活用させていただい
ています。みなさんぜひご利用くだ
さい。
提供者の皆様にお礼申し上げます。
後岡様（成川） 石垣様（井田）
赤井様（鵜殿）

蔵本様（井田）

廣田様（井田） 産屋敷様（大里）
桐原老人会様（桐原）

