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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

久しぶりやね

たっぷ り
秋の味覚

この意見
①②④

いいね！

成川上地地区懇談会
③
地元ボランティア協
力によるおもてなし
⑤
神内地区懇談会

早いもので、地域福祉活動計画策定に、取り組み出

◆ミニ地区懇談会では、地区サロンにおじゃま

して、５ヶ月が経ちました。１０月に入り、
『地域の皆

し、サロンの中で、地区懇談会と同じように、みん

さんの声を聴かせて頂く』為に、地域で、地区懇談会

なで地域のことを話し合っていただきます。

や、ミニ地区懇談会等を始めました。
◆地区懇談会では、まず社協事業の説明をさせてい
ただいて、その後、秋の味覚（写真③）に舌つづみを
打ち、お口が滑らかになったところで、みんなで話し
合いをします（写真②⑤）
。

今回のミニ地区懇談会実施サロンは、井田地下・
井田馬場地・阪松原・浅里・大里（永田・小畑）の
６箇所です。
地区懇談会等で得た地域の情報・課題・問題等を
作業部会等で共有し、計画に反映できることは、計

まず、
『自分の住んでいる地域のいいところ』に着目

画に盛り込んでいきます。

し、地域自慢から始め、次に『地域で生活して困って
いること等』をみんなで共有し、最後に『地域の近未

＊今回地区懇談会等を実施しなかった地域につき

来５年後、１０年後こんな地域になっていて欲しい』

ましては、次年度以降実施していきたいと思ってお

等を話し合います。話し合い終了後、
『他のグループは

ります。

どんな話をしたのか気になる！』ので、互いに話し合

◆各福祉団体等へのヒアリング(聞き取り調査)を

った内容をそのまま貼りだし、『いいね！シール』（赤

実施していく予定です（民生委員・児童委員協議会、

い●のシール）をもち、自分が共感したり、この意見

老人クラブ連合会、身体障がい者福祉会、母子寡婦

いいね！と思ったものに、
『いいね！シール』を３箇所

福祉会、手をつなぐ親の会等）
。

に貼りつけていきます（写真④）
。

◆子育て世代等には、子育てサロンや学童保育等で

今回の地区懇談会実施地区は、
神内地区③鵜殿地区の３箇所です。

①成川上地地区②

アンケートを実施していく予定です。
『住民の皆さんの声を聴かせて下さい』今後とも
ご協力よろしくお願いします。

素晴しい講師の

■養成講日時・内容
子育て中の方や、子ども達のことを理解
し、子ども達の健やかな成長を支援してい
ただいたり、良き理解者になっていただく

日

時

時

方をお呼びして

間

11 月 26 日

13 時 30 分

（木）

～15 時

地域の子ども達の見守りや、子育てサロ

11 月 30 日

13 時 30 分

（月）

～16 時

読み聞かせの大切さ

●子育ての古今

～現在の子育ての
困難さ～
●支援者の関わりと

「子育ち・子育てマイスター」になりませ

支援の必要性

んか。右の日程で開催しますので、興味の
育て支援に関わっていただいている方・子
育て中の方も参加して

います。

●幼児期における

ン等で活動していただけるボランティア

ある方はぜひご参加ください。＊現在、子

容

●絵本の選び方

ことを目的に御浜町社会福祉協議と合同で
養成講座を開催します。

内

12 月 3 日

13 時 30 分

（木）

～16 時

■場

所

●子どものあやし方・

遊ばせ方

御浜町福祉健康センター
＊希望者は送迎させていただきます。

いただけます。
■受講条件

全講座受講できる方

■申込み締切 １１月１６日（月）１７時まで
■申し込み先 ３２－０９５７ 担当 向井・時松

紀宝町福祉連絡会主催による福祉講演会を開催します。
この福祉連絡会は、老人クラブ連合会、身体障がい者福祉会、母子寡婦福祉会、
手をつなぐ親の会、民生委員児童委員協議会、ボランティア・市民活動センター、
遺族会、シルバー人材センター、学童保育、社会福祉協議会で構成し、町内で福
祉活動をすすめている団体が、お互いの連携を強め、更なる福祉の向上をめざし
て活動しています。
各団体に所属する方で、参加ご希望の方は、各所属団体を通じてお申込み下さ
い。

●日時：１１月９日（月） １８時３０分～２０時
●場所：紀宝町福祉センター２階 多機能室
●講師：羽川英樹（はがわ ひでき）氏
●演題：ささえあい、思いやる言葉と心

～言葉ひとつでこう変わる～

2015年 11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
2

内

容

日

曜

日 ▲社協賛助会GG大会 （鵜殿グラウンド）

15

日 ▲アプローチ視察研修～１６日 （鈴鹿）

月 ▲神内サロン （神内会館）

16

月 ★共同募金委員会・運営委員会 （福祉センター）

★町老連踊り教室 （福祉センター）
3

火

4

水 ●南京玉すだれ （福祉センター）

5

（文化の日）

★町老連踊り教室 （福祉センター）
17

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）
★民児協紀州ブロック別研修 （御浜）

●安子さんの着付け分校 （福祉センター）

★中能登町老連と町老連交流会
18

水 ●安子さんの着付け分校 （福祉センター）

●子育てサロン ふれんZOO （神内会館）

▲子育て支援タッチケア （福祉センター）

■権利擁護支援体制連絡会

★福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

生活支援事業整備事業検討会 （熊野）

■春秋・チャレンジ合同学級 （まなびの郷）

■認知症カフェ講座 （福祉センター）
★身障役員会 （福祉センター）

▲阪松原サロン （阪松原センター）
19

木 ▲初級手話教室（５） （福祉センター）

▲鵜殿すみれサロン （新宮）

▲音楽療法（福祉センター）

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

7

容

★福祉児童相談（鮒田構造改善センター）
木 ▲初級手話教室（４） （福祉センター）

6

内

●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）

●配食ほほえみ （まなびの郷）

■H27年第１回紀宝町災害支援体制会議（役場）

★老人会パソコン教室 （新宮）

★民児協視察研修～２０日 （兵庫県）

土 ▲ボランテイアスクール④ （福祉センター）

20

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

▲鵜殿さつきサロン （文化展）

●配食ほほえみ （まなびの郷）

▲鵜殿ぼたんサロン （文化展・新宮）

★老人会パソコン教室 （新宮）

●はっぴーすまいる （鵜殿地区）
■紀宝町文化展 （まなびの郷）

●子育てサロンふれんZOO （福祉センター）
21

土 ■紀の宝みなと市 （鵜殿港）

8

日 ▲鵜殿ひまわりサロン （鵜殿区交流センター）

22

日

9

月 ▲福祉連絡会講演会 （福祉センター）

23

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

24

火 ▲運営管理研修会 （津）

▲子育て支援 ゆりかご （福祉センター）
10

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）
★民児協役員会・定例会 （福祉センター）

●手話サークルすいせん （まなびの郷）

★津民児協との交流会

■認知症カフェ講座 （福祉センター）

●手話サークルすいせん （まなびの郷）
11

▲飯盛サロン （飯盛集会所）

25

水 ▲桐原サロン （桐原センター）

▲心配ごと相談（巡回相談）

▲井田上野サロン （上野つどい館）
★遺族会研修会 （高野山）

●音訳ボラメッセ （福祉センター）
26

木 ▲初級手話教室（６） （福祉センター）

27

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

★県身障福祉大会担当者会議 （まなびの郷）
12

13

木

▲地域福祉計画・活動計画策定委員・作業部会合同会議

▲子育ち子育てマイスター養成講座 （御浜）

●ダンボ料理分校 （福祉センター）

●配食ほほえみ （まなびの郷）

▲鵜殿たんぽぽサロン （（尾鷲）

★老人会パソコン教室 （新宮）

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

28

●寺子屋広場 （福祉センター）
●配食ほほえみ （まなびの郷）
土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）

土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）
■図書館おはなし会 （鵜殿図書館）

29

日 ▲社会福祉士新基礎研修 （津）

30

月 ▲子育ち子育てマイスター養成講座 （御浜）

★老人会パソコン教室 （新宮）
14

水 ▲ボランテイア市民活動センター視察研修 （知多市）

★県身体障がい者福祉大会 （まなびの郷）

▲南伊勢町社協視察

▲地下サロン （地下集会所）

■ボランテイア養成講座14.15.21.22日（鵜殿図書館）

■春秋学級 （まなびの郷）
アプローチCafé情報

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。

「Café deアプローチ」は毎週水・土
「コーヒーCafé」は毎週月・火・金に営業しています。

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

９日

ゆりかご

窪田 美由喜さん

子育てサロン 情報

時 間： 10:00～11:30

５日 ふれん ZOO ①

会 場： 紀宝町福祉センター

（木） 場 所： 神内会館

参加費：

３００円

内 容： 秋祭りごっこ

内 容： お弁当箱巾着作り

おやつ： 野菜うどん

☆保育所入所に向けて作ってみませんか?

２０日 ふれん ZOO ②
（金） 場 所： 福祉センター 交流３
内 容： 秋祭りごっこ

講師

18 日

タッチケア

おやつ： 野菜スープとパン

本館千子先生

時 間： 10;00～１１：００
会 場： 紀宝町福祉センター

20 日の変更です！

参加費： 町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円
内 容：
２０

オリーブオイルを使ったベビーマッサ

場所：福祉センターになりました

ージです。親子のスキンシップが目的

※あらいぶはお休みです。

です。

19 日

講師

音楽療法

時 間：

福田朝子先生

10:30～１１：３０

19 日

ダンボおもちゃ病

院

ボランティア
『ダンボ』

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

場合により入院になるかもしれませ

も身体もリフレッシュできます。リ

ん。事前にお預かりすることも可能で

ラクゼーション効果もあり。

す。

心

配

ご

と

相

談

福 祉 児 童 相 談

１１月は巡回相談で、各地域に出向きます。

日

時： 11 月 4 日（水）10 時～12 時

日時：平成 27 年 11 月 25 日（水）

場

所： 鮒田構造改善センター

Ａ班

相談員： 梶屋喜一・森倉賢一郎（敬称略）

10 時～12 時 井田公民館
13 時～15 時 鵜殿ふれあい会館

相談員：大岡春雄・保田啓一・山田十司（敬称略）
Ｂ班

10 時～12 時 紀宝町福祉センター
13 時～15 時 大里多目的集会施設

相談員：奥地よしゑ・田中啓一・龍神弘重（敬称略）

日

時： 11 月 18 日（水）10 時～12 時

場

所： 平尾井高齢者生産活動センター

相談員： 屋敷博未・西増初代（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１１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。

ペーパーナプキンで小さなお花を沢山つくり、リースの本体
に貼りつけていく簡単でかわいい飾りです。クリスマスの飾
りにも素敵です。気楽に参加してください。
●１１月１３日（金）１０時～１２時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：森倉ふさよさん （井田）
○定 員：１０名
○参加費：４００円
○持ち物：はさみ・ホッチキス

紀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。
●１１月４日（水）
１８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

［エビのふわふわ卵炒め］
団塊世代の男性を
対象に食の自立を
応援します
●１１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

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

福祉センター（鵜殿）2 階ロビーの
“リサイクルコーナー”と“手作り
コーナー”が盛況です。
使っていない新品の品物をリサイ
クルで循環し 暮らしを元気にしま
しょう。
品物の提供者には、売上金の一部を
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頂きます。
どうぞみなさんご利用ください。
品物提供者の皆さんにお礼申し上
げます。
山崎様（鵜殿） 蔵本様（井田）
稲本様（鵜殿） 橋本様（鵜殿）
廣田様（井田） 赤井様（鵜殿）

500

桐原の炭様（桐原）
井ノ元様（大里）

1

登録ヘルパー随時募集中！

