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地域支えあいサービス
いきいきサロン（井田上野）

「困った時はお互いさん！」

子育て支援（タッチケア）
配食サービス

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

10 月 1 日 ▶ 12 月 31 日
毎年１０月１日から１２月３１日まで全国的に
へいせい

「赤い羽根共同募金運動」が実施されています。

ね ん ど もくひょうがく

【平成27年度 目 標 額】

町民のみなさまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

1,890,900 円
【平成 26 年度の募金総額は 1,874,972 円】
配分総額は 1,560,644 円
（26 年度の募金は 27 年度の活動に使われます。
）

１．いきいきサロン
２．子育て支援

：３７０，８１３円
：９６，０００円

３．社協だより印刷費 ：２００，０００円
４．配食サービス

：４１６，０００円

５．地域福祉活動

：２５０，０００円

６．各種ボランティア講座：２７，８３１円
７．共同募金活動推進費：２００，０００円
＊その他、募金総額の約２割は三重県共同募金会に
納められ、災害等準備金などに充てられます。

写真:学童保育『きほっこ』のみなさん

こども達が地域の方やボランティアさんと一緒にたくさんの
体験や交流することを目的に 8 月 25 日に開催しました。雨にも
かかわらず、町内の小学生が１６２名参加しました。

オープニングイベントでは絵本作家の山本真嗣
さんと一緒に、自分の夢を一人ずつ描き、みんなの

～山本さんをはじめ、ご協力してくれた 94 名の
ボランティアの皆様ありがとうございました～

絵が亀の甲羅となり、夢のつまった大きな亀が完成
しました！
昼からの、「ものづくりコーナー」「昔あそびコーナー」
では、地域の方に沢山のことを教えていただき、こ
ども達は大満足でした。また、「食のコーナー」ではポ
テト・たこ焼き・かき氷・綿菓子・フランクフルト
などを美味しくいただきました。恒例の「お化け屋
敷」
・・あまりの恐さに泣きだすこどもも・・(ﾟ-ﾟ;)

写真 ①大きな亀の写真②食のコーナー③ものづくり様子

今年は、戦後 70 年の記念の年です。紀宝町社会
福祉協議会では、3 年に 1 度「戦没者追悼式」を右

戦没者追悼式
日時：平成 27 年 10 月 15 日（木）

記のとおり開催いたします。

午前 10 時～（約 1 時間程度）

遺族会員の皆様には、後日、事務局や遺族会地区

場所：紀宝町福祉センター（鵜殿）

役員の方から、参列の有無の確認があると思います

２階

多機能室

ので、ご協力よろしくお願いいたします。
事務局

紀宝町社会福祉協議会
☎ ３２－０９５７ （寺地・大田）

設置訓練

現在、第４期災害ボランティアコーディネータ

日時：平成２７年１０月２５日（日）
午前１０時～（約２時間程度）
場所：紀宝町福祉センター

玄関前

（雨天の場合は、室内となります）

ー養成講座を、実施しております。最終日に、災
害を想定して「災害ボランティアセンター設置訓
練」を住民の方の参加も募り、実施したいと思っ
ておりますので、参加ご協力の程、よろしくお願
いいたします（日程は左記のとおりです）
。

炊き出し等の準備がありますので、参加ご希望
の方は、事前申し込みをお願いします。
事務局

住民の皆さんも『いざという時の備え』で、
「災
害ボランティアセンターって何をするところ？」

紀宝町社会福祉協議会

「災害ボランティアに興味があるけど、どんな仕

☎ ３２－０９５７（鈴木・寺地）

事をするの？」等素朴な疑問にも、参加していた
だければ、一目瞭然！！皆さんで、地域の受援力
を高めましょう！

【趣旨】

【日程】

紀宝町社会福祉協議会の地域福祉事業への理解から、 ●開会式
社協賛助会へ会費を納入して頂いた会員の方々に対し

①賛助会費及び寄付金検討委員長あいさつ

て、事業報告等の総会と会員相互の交流を兼ねて謝恩

②紀宝町社会福祉協議会長あいさつ

会として、グラウンドゴルフ大会を実施いたします。

③総会（事業報告等）

●主催：社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

④大会ルール及び諸注意説明

●日時：平成２７年１１月１日（日）雨天延期

⑤試合開始

午後１時３０分 開会（受付：１時から）

●閉会式

●場所：紀宝町鵜殿運動場（鵜殿 1148 番地）

①成績発表及び表彰式

●種目：個人種目 一般の部
t.hamada
●受付期間：９月２８日（月）～１０月１６日（金）

②閉会あいさつ

●参加費：無料
●参加資格：社協賛助会員であること。（受付中！）

③解散
■申し込み先：紀宝町社協
☎

法人運営係

３２－０９５７（山城）

2015年10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

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）
▲安全運転管理者講習会 （御浜）

2

日

曜

15

木 ●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）

16

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）

★身障役員会・拡大役員会 （福祉センター）

●子育てサロンふれんZOO （鵜殿交流センター）

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

17

★町老連役員会 （福祉センター）

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

土 ▲鵜殿ぼたんサロン （ふるさと歴史館）

■紀の宝みなと市 （鵜殿港）
18

日 ■港フェステイバル （鵜殿港）

19

月 ●スウィーツ広場 （福祉センター）

20

火 ●手話サークルすいせん （まなびの郷）

▲鵜殿すみれサロン （ふれあい会館）

●絵手紙サークルこんにち和 （福祉センター）

▲オープンカフェ （アプローチ）
●はっぴーすまいる （鵜殿地区）
4

★民児協定例会 （福祉センター）

日 ▲成川下地サロン （下地生活改善センター）

21

水 ▲地域福祉活動計画作業部会 鵜殿地区懇談会

★手をつなぐ親の会 療育キャンプ （串本）
5

▲オープンカフェ （アプローチ）

月 ▲子育て支援リズムリトミック （福祉センター）

▲災害対策会議 （福祉センター）

▲ボラ市民研修会・運営委員会 （福祉センター）

▲子育て支援タッチケア （福祉センター）

▲ボラコ役員会 （福祉センター）

▲寺子屋広場（福祉センター）

▲神内サロン （神内会館）

22

木 ▲お互いさん買い物ツアー （町内）

★町老連踊り教室 （福祉センター）
6

火 ▲大里サロン （大里多目的集会所）

7

水 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲井田茶屋地サロン （茶屋地構造改善センター）
★町老連GG大会 （鵜殿グラウンド）
23

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）

●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）

▲県社会福祉大会 （津）

★町老連踊り教室 （福祉センター）

24

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

■日経テレコン２１活用講座 （鵜殿図書館）
8

●鵜殿配食 （まなびの郷）

木 ▲地域福祉活動計画作業部会 成川上地地区懇談会
▲お互いさん買い物ツアー （町内）

■図書館おはなし会 （鵜殿図書館）
25

▲初級手話教室① （福祉センター）

▲災害ボラコ養成講座修了式・災害ボラセン設置訓練 （福祉センター）

26

月 ▲法人経営研修会 （津）

●寺子屋ダンボ料理分校 （福祉センター）

▲高岡サロン （高岡防災センター）

★身障グラウンドゴルフ大会 （深田グラウンド）

▲井田地下サロン （地下集会所）

9

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

10

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

●子育てサロンあらいぶ （井田公民館）

●配食サークルほほえみ （福祉センター）

●傾聴ボラ打合せ （福祉センター）
27

火 ●手話サークルすいせん （まなびの郷）

▲鵜殿さつきサロン （熊野市）

★町老連GG大会 予備日 （鵜殿グラウンド）

●鵜殿配食 （まなびの郷）

■児童書作家 杉山亮さんものがたりらいぶ （ 図書館）

11

日

12

月

13

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）

28
（体育の日）

●手話サークルすいせん （まなびの郷）

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）
●音訳ボラメッセ （福祉センター）

▲福祉連絡会 （福祉センター）

▲社協つれもてまつり実行委員会 （福祉センター）
29

水 ▲地域福祉活動計画作業部会 神内地区懇談会

木 ▲初級手話教室③ （福祉センター）
▲社協職員検診 （神内センター）

▲オープンカフェ （アプローチ）

30

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）

31

土 ▲オープンカフェ （アプローチ）

▲寺子屋広場 （福祉センター）
15

日

★一人親家庭寡婦交流事業（白浜）

▲鵜殿たんぽぽサロン （鵜殿駅前旧職員住宅）

14

容

●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）
3

内

▲ボランティアスクール第３回 （福祉センター）

木 ▲初級手話教室② （福祉センター）
▲お互いさん買い物ツアー （町外）
▲戦没者追悼式 （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。

講師
５日 リズムリトミック

子育てサロン 情報

小阪具子先生

時 間：10:３0～11:30

★

10 時～11 時 30 分

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：町内１組３００円

１日 ふれん ZOO ①

内 容：リズムにのって身体を動かそう

（木） 場 所： 神内会館
内 容： ランプ作り
おやつ： さつまいも蒸しパン

21 日 タッチケア

講師

１６日 ふれん ZOO ②

本館千子先生

（金） 場 所： 鵜殿交流センター

時 間：10;00～１１：００

内 容： ランプ作り

会 場：紀宝町福祉センター

おやつ： 炊き込みご飯

参加費：町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円
内

2６日 あらいぶ

容：オリーブオイルを使ったベビーマッサー

（月） 場 所： 井田公民館

ジです。親子のスキンシップが目的です。

内 容： ぶどう狩り
おやつ:

19 日 スウィーツ広場

要予約 10 人

スイートポテト

１８日 ダンボおもちゃ病院

託児あります
時 間：10:00～12：00

時

場 所：紀宝町福祉センター
参加費：1 組

ボランティア
『ダンボ』

間：10:00～11:30

場 所：紀宝町福祉センター 2 階 交流室３

500 円

内 容：壊れたおもちゃがあればご持参下さい。

内 容：ビビンバ

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。

日

時：１０月 2８日（水） 10 時～15 時

場 所：紀宝町福祉センター
相談員：前地幸久 ・榊原富也 ・久原章作
＊相談は無料です

（敬称略）

＊相談内容については、秘密を厳守します

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。
①

日時：１０月 ７日（水）10 時～12 時
場所：ふるさと歴史館（鵜殿）
相談員：和田美知代・中山高明（敬称略）

②

日時：１０月２１日（水）10 時～12 時
場所：神内福祉センター
相談員：浜口 啓・田中孝史（敬称略）

糸川 和美 様

（鵜殿）

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

い

広場・各分校とも１０月１日（木）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。

土台は黒い帯を再利用し、梅や飾りは丸いパーツを沢山組
み合わせて作っています。どうぞ気軽に参加してくださいね。
（縦４５㎝×横３０㎝の作品ができます。）
●１０月１４日・２１日（水） １３時～１５時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：和田 二三子さん（鮒田）
大代 みな子さん（勝浦）
○定 員：６名
○参加費：７００円
○持ち物：裁縫道具、ボンド、洗濯バサミ１０個、ものさし

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。

〔松茸ごはん〕

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。
●１０月 ７日（水）
１０月２８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
●１０月８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！

現在、ひきこもり状態にある方
の数は、平成 22 年内閣府調査に
よると 70 万人を超えるといわれ
ています。これは大きな社会問題
でもあります。
そこで、ボランティア・市民活
動センターでは今年度「ひきこも
り状態にある本人への理解を深め
る研修会」と「先駆的にボランテ
ィアが支援を行っている地域の視
察」を企画いたしました。
ひきこもり支援に関心があるか
たは、ぜひご参加ください。
（②は①を受けた方に限ります）
① １０月５日（金）
13 時３０分～１５時
「ひきこもり支援に
ついて考える」
講師 濵口 拓さま
②１１月２５日（水）
７時頃出発予定
愛知県知多市 活動の視察
申込締切 ９月３０日（水）
申込先
紀宝町社会福祉協議会
（担当：鈴木・時松）

