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声かけされ
ると安心す
るね！

私もこんな
にちいさか
ったの？

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

域福祉活動計画の進捗状況をご報告します
■策定委員会・作業部会合同会議
（１回目） 6 月 15 日（月）■
7 月号社協だよりでもお知らせしましたが、策定
委員に 12 名、作業部会委員に 14 名が委嘱されま
した。策定委員会は 3 回の開催、作業部会は月１回
のペースで開催していきます。平成２８年２月の社
協つれもてまつり前後で報告会を予定しています。
当日は、策定委員長の大井智香子准教授（中部学
院大学短期大学部社会福祉学科）の「地域福祉計画
とは」の御講義も受け、皆さん大役を引き受けて身
の引き締まる思い・・とひと言ずつご挨拶していた

第１回合同会議

だきました。
ここはこうな

■作業部会（2 回目）7 月 9 日（木）■

ってるよ！

テーマ：第 2 次計画に何を盛り込んでいくのか。

智香子先生

私たち部会の役割とは？他市町の計画を見て
みましょう。
県内外の地域福祉活動計画を手に取り、
「これ
は見やすいね！」「この冊子お金かかってるね」
等意見交換を行い、その後、2 次計画に何を盛

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

り込むのかグループワークを実施しました。

～14 日に 3 回に渡り、傾聴ボランティ
第２回作業部会
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」

こと ②2 次計画に盛りこみたいこと ③地区

■作業部会（3 回目）8 月 7 日（金）■

＊グループワークでは、①1 次計画でよかった
懇談会に向けて ④パンフレットの工夫等を
話合いました。
第３回作業部会

の１２名が受講し、ボランティア活動を
テーマ：地区懇談会模擬を実施してみる
行う上での必要な技法や心構えの基本な
なぜ、地域福祉活動計画が必要なのか？みんな
ど、事例を交えた内容を学びました。
の生の声を聴くには、作業部会委員や社協の職員
が、地域に出向き、地域の皆さんと一緒に考え、
話し合う場をつくることが大事！どうすれば、集
まってもらえるのか？等を話合いました。
大事なのは、おもてなしの心・・休憩時間に「梅
づくし」で和みの時間を設けた後、地域の現状や
あったらいいなこんなサービス等をお聴きしまし
た。地域に行く時は、チラシや社協だよりでお知
らせしますので、お気軽に参加して下さい。

口がなめらかにな
り、おしゃべりも
はずむね！

活困窮者支援緊急食糧提供事業について
この度、県社協で、生活困窮者を対象とした緊急

菓子など。一パッケージの量は、

一時的な支援が、新たに始まりましたので、お知ら

一人で 3 週間分。

せさせていただきます。

■「緊急時物品等支援事業」の実施

■「生活困窮者支援緊急食糧提供事業」の実施
生活困窮者に対して、緊急に必要な食糧支援を行
う為、特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古

さらに、生活困窮者に対しカセットコンロ等、食
糧以外の緊急的に必要な物を供与・貸与する事業も
合わせて実施される。

屋（以下、
「２ＨＮ」という。
）と協定を締結し、２

この事業は、あくまで自立支援のツールであり食

ＨＮから食糧の提供を受け、相談支援に活用するこ

糧支援のみを行い終了するというものでなく、生活

とを目的とする事業です。事業の具体的な流れは、

困窮者の相談支援を一層強化するものです。

生活に困っている人から県社協や市町社へ相談が
あり緊急的な食糧支援が必要と判断された場合に、

いずれの事業も、要件が決まっております。
お困りの時は、まず、ご相談下さい。

２HN に相談者の状況に合った食糧の詰め合わせ

紀宝町社会福祉協議会

を用意してもらい、提供するというもの。詰め合

地域福祉係

鈴木・登立 ☎（３２）０９５７

わせの内容は、米や、レトルト食品、子ども用の
曜日・時間は、毎回木曜日

級手話教室がはじまるよ
手話はことばです。あなたも教室に参加し、聴覚

午後７時から８時半です。
日にち ＊全６回シリーズです。

平成２７年１０月８日、１５日、２９日、

障がい者の方が日常使っている手話を学び、聴覚障

１１月５日、１９日、２６日

がい者の方と交流してみませんか。
＜申し込み先＞

場

所 紀宝町福祉センター（鵜殿）

紀宝町社会福祉協議会

講

師 手話サークルすいせんのみなさん

☎

申し込み〆切 ９月１６日（水）午後５時まで

３２－０９５７

Fax ３２－０９５８

参加費 無料

募集人数

15 名（小学生以上）

団の丸洗い 利用者を募集します！
（寝具類の衛生管理のための丸洗い）
〔対象者〕

町内在住で概ね６５歳以上の単身世帯、

〔料

金〕1,000 円

高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する

布団返却時に、集配の方にお支払いして下さい。

高齢者並びに障がい者であって、心身の障がい及び

丸洗いの実施は、10 月を予定しています。

疾病等の理由により、寝具類の衛生管理が困難な方。
〔内

容〕●布団上下と毛布、又はコタツ布団上下と

毛布等

〔期

平成２７年９月１日（火）～９月２５日（金）

３枚の内、１枚は必ず毛布にして下さい。

＊対象外

8 時 30 分～17 時 15 分
〔定

①敷布団２枚と上布団１枚セット

間〕

員〕５0 名

※定員を上回った場合は、前年度ご利用者の

②上布団３枚のセット ③ムートン等の特殊な素材

方にはご遠慮いただく場合があります。

※詳しくは、集配の方にお尋ね下さい。
申し込み先／紀宝町社会福祉協議会

神内事業所

担当：松原

☎３２－３１９７

2015年 9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

1

火 ▲紀南地域権利擁護体制連絡会 （熊野）

2

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

3

内

容

日

曜

16

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●南京玉すだれ （福祉センター）

●安子さんの着付け分校 （福祉センター）

★福祉児童相談 （福祉センター）

▲運営管理研修会 （津）

木 ●子育てサロンふれんZOO （神内会館）
★身障役員会 （福祉センター）

★福祉児童相談 （井田公民館）
★町老連踊り教室 （福祉センター）
17

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町外）

★町老連趣味の作品展 （まなびの郷）

▲子育て支援音楽療法 （福祉センター）

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）

●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）
18

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

★町老連趣味の作品展 （まなびの郷）
5

容

▲子育て支援タッチケア （福祉センター）

▲お互いさん買い物ツアー （町内）

4

内

●子育てサロンふれんZOO （鵜殿交流センター）

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）
▲鵜殿ぼたんサロン （ふるさと歴史館）

●配食サークルほほえみ （福祉センター）
19

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲鵜殿すみれサロン （御浜）

▲鵜殿さつきサロン （交流センター）

●はっぴーすまいる （鵜殿地区）

■紀の宝みなと市 （鵜殿港）

6

日 ▲成川下地サロン （下地生活改善センター）

20

日

7

月 ▲子育て支援ゆりかご （福祉センター）

21

月

（敬老の日）

▲寺子屋広場 （福祉センター）

22

火

（国民の休日）

★町老連踊り教室 （福祉センター）

23

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

24

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

8

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）
●手話サークルすいせん （まなびの郷）
▲地域福祉活動計画作業部会 （福祉センター）

9

10

25

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

26

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）

●寺子屋安子さんの着付け分校 （福祉センター）

▲第５回災害ボラコ養成講座 （福祉センター）

★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）

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）

11

▲井田茶屋地サロン （茶屋地センター）

水 ▲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）

27

日

28

月 ▲高岡サロン （高岡老人憩いの家）

●ダンボ料理分校 （福祉センター）

▲井田地下サロン （地下集会所）

★遺族会役員会 （福祉センター）

●子育てサロンあらいぶ （井田公民館）

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）
12

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●紀宝花づくりの会～３０日 （神内センター）
29

■今森光彦パネル展～１３日 （鵜殿図書館）

日 ★井田敬老会 （井田公民館）
★鵜殿敬老会 （まなびの郷）

14

月 ▲ボランテイア、地域福祉係 合同会議 （紀北）

火 ▲成川飯盛サロン （飯盛集会所）
●手話サークルすいせん （まなびの郷）

■今森光彦講演会～１３日 （まなびの郷・町内）

13

（秋分の日）

30

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）
▲心配ごと相談 （福祉センター）
●音訳ボラメッセ （福祉センター）
★町老連踊り教室 （福祉センター）

▲神内サロン （勝浦）
▲鵜殿ひまわりサロン （まなびの郷）
15

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）
★民児協役員会・定例会 （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。

７日

講師

ゆりかご

松田真里さん

子育てサロン

情報

時 間：10:00～11:3０

★ 10：00～11：30

会 場：紀宝町福祉センター

★ 参加費 大人も子ども 100 円

参加費：３００円

３日 ふれん ZOO ①

内 容：バスボム作り

（木）場 所：神内会館
内 容：うんどう会

要予約：１０組

おやつ：みたらし団子
１８日 ふれん ZOO ②

16 日

（金）場 所：鵜殿交流センター

講師

タッチケア

内 容：うんどう会

本館千子先生

おやつ：ホットプレートパン

時 間：10：00～１１：００

２８日 あらいぶ

会 場：紀宝町福祉センター

（月）場 所：井田公民館

参加費：町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円
内

内 容：お月見

容：オリーブオイルを使ったベビーマッサー

おやつ：おだんご

ジです。親子のスキンシップが目的です。

１７日

講師

音楽療法

福田朝子先生

１６日

ダンボおもちゃ

病院

ボランティア
『ダンボ』

時 間：10:30～１１：３０

時 間：10:00～11:30

場 所：紀宝町福祉センター

場 所: 紀宝町福祉センター 2 階 交流室３

参加費：町内 1 組 300 円、町外 1 組 500 円

内 容：壊れたおもちゃがあればご持参下さい。

内 容：歌をうたったり、楽器を使ったり、心も

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ことも可能です。

身体もリフレッシュできます。リラク
ゼーション効果もあり。

心
日

配 ご

と

相

福 祉

談

時：９月３０日（水）
（第 5 水曜日）

①

10:00～15:00
場

所：紀宝町福祉センター（鵜殿）
2階

児

童 相 談

日

時：９月２日（水）10 時～12 時

場

所：紀宝町福祉センター（鵜殿）

相談員：榊原富也・聖谷眞美（敬称略）

交流室１

相談員：有城安子・畦越進・奥地よしゑ
（敬称略）

②

日

時：９月 16 日（水）10 時～12 時

場

所：井田公民館

相談員：瀧之上勝・樫山惠美（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９月１日（火）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。

春は牡丹の花にかけて「ぼたもち」、秋は萩の花にかけて
「おはぎ」と呼ぶそうです。この機会におそわりお彼岸には
手作りおはぎを頂きましょう！
●９月７日（月）１３時３０分～１５時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：寺本 美代子さん （鵜殿）
○定 員：１０名
○参加費：３００円
○持ち物：エプロン・三角巾
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。

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。
●９月 ９日（水）
１６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

〔レタスチャーハン〕
団塊世代の男性を
対象に食の自立を
応援します
●９月１０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
物に行きます。気がねなくご利用を。

2

500
1

登録ヘルパー随時募集中！

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。

