
 

   

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

     

 

 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会 お問い合わせ一覧 

 

P1  社協つれもてまつり 

P2  社協つれもてまつりの報告 

P3  相談所開設情報（年間計画） 

P4  カレンダー 

P5  子育て・寄付金の報告 

P6  情報伝言板 

【神内事業所】 

●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 

         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） 

【本所・鵜殿事業所】 

●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/ 

【アプローチ事業所】 

●就労継続支援（Ｂ型）事業● 

アプローチ 

（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 



オープニングを飾ってくれた矢渕中学校吹奏楽部のみなさんが、早朝からリハーサルに 

来てくれました。そのリハーサル真っただ中の福祉センター玄関の写真です。 

見事にそろえられた部員のみなさんの靴です。部活を通して周囲への気配りも 

培われている様子がよく分かりました。気持ちがあたたかくなる一場面でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月2８日(日)､第１０回社協つれもてまつりが紀宝

町福祉センターで開催されました。よい天候に恵まれ､

１０００人を超える来場者とボランティアでにぎわい

ました。つれもてまつりは、みんなが気軽に出かける

機会を作ることで地域の絆を強くし、福祉の輪をひろ

げようと毎年 2 月末に開催しているものです。   

 

 

 

 

 

 

午後は第２次紀宝町地域福祉(活動)計画の発表があ

りました。策定に関わった委員とボランティアが登壇

し、２８年度からの 5 カ年計画の基本理念や１０の重

点項目を発表しました。参加者のみなさんにもアンケ

ートという形で一緒に考えていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回記念の一つとしてさんま寿し３００食がふ

るまわれ、来場者の人気を集めていました。 

今回のまつりでボランティアや地域のみなさんの温

かさやパワーを感じることができました。今後も「ふ

だんのくらしをしあわせに感じるまち」について紀宝

町のみなさんと考え、活動していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープニングでは、神園実行委員長、西田町長、西

村町議会議長、田中社協会長の挨拶のあと、矢渕中学

校吹奏楽部のみなさんが演奏で盛り上げてくれまし

た。会場は、食べ物のコーナーの他、バザーやものづ

くりコーナーなどでにぎわいました。 

 

 

 

 

 

 

 

子ども向けには「鈴鹿野郎舞一座」による大道芸人

ショーが行われ、パントマイムやマジックショーで盛

り上がりました。計画発表や大道芸人ショーの参加者

には絵本作家山本真嗣さんオリジナルの限定ユメカメ

グッズがプレゼントされました。 

 

 

神園実行委員長 

第２次地域福祉(活動)計画 

策定委員長の 

中部学院大学 短期大学部 大井准教授 

矢渕中吹奏楽部の演奏 

大道芸人ショー 

山本真嗣さんがデザインした 

『ユメカメ』 



＜ 時間 ／ 場所 ＞ 
・通 常 １０～１５時 紀宝町福祉センター 

・巡回型  １０～１２時 井田公民館 

A 班 １３～１５時 ふれあい会館 

・巡回型  １０～１２時 紀宝町福祉センター 

B班 １３～１５時 大里多目的集会施設 

   

 

 

 

    

 心配ごと相談所開設日程表   

（第４水曜日 ＊１１月は第５、12月は第３水曜日） 

月 日 相 談 員 
４月２７日 保田 奥地 久原 

５月２５日 有城 榊原 龍神 

６月２２日 前地 大岡 田中  相談員一覧（敬称略） 

７月２７日 

（巡回型） 

Ａ班 有城 山田 奥地  委員区分 氏  名 
Ｂ班 保田 田中 龍神  

人権擁護委員 

有城 安子 

８月２４日 畦越 榊原 久原  前地 幸久 

９月２８日 前地 山田 龍神  大岡 春雄 

１０月２６日 有城 大岡 田中  畦越 進一 

１１月３０日 

（巡回型） 

Ａ班 前地 保田 榊原  保田 啓一 

Ｂ班 畦越 奥地 久原  学識経験者 山田 十司 
１２月２１日 有城 山田 龍神  

民生委員・児童委員 

田中 啓一 

１月２５日 前地 畦越 田中  奥地よしゑ 

２月２２日 大岡 保田 奥地  榊原 富也 

３月２２日 

（巡回型） 

Ａ班 有城 畦越 久原  
行政相談員 

久原 章作 

Ｂ班 大岡 山田 榊原  龍神 弘重 

   開設場所や相談員は変更になる可能性があります。 

 

   

                                                  

 

 

 福祉児童相談所開設日程表 開設時間：10時～12時 

（第１・３水曜日 ＊５月と１月は第２・３、12月は第１・２水曜日） 

月 日 開設場所  月 日 開設場所 

4 
6 紀宝町福祉センター  

10 
5 ふるさと歴史館 

20 井田公民館  19 神内福祉センター 

5 
11 ふるさと歴史館  

11 
2 鮒田構造改善センター 

18 神内福祉センター  16 平尾井高齢者生産活動センター 

6 
1 鮒田構造改善センター  

12 
7 桐原生活改善センター 

15 平尾井高齢者生産活動センター  14 上地多目的集会施設 

7 
6 桐原生活改善センター  

1 
11 北桧杖多目的集会施設 

20 上地多目的集会施設  18 大里多目的集会施設 

8 
3 北桧杖多目的集会施設  

2 
1 紀宝町福祉センター 

17 大里多目的集会施設  15 井田公民館 

9 
7 紀宝町福祉センター  

3 
1 ふるさと歴史館 

21 井田公民館  15 神内福祉センター 

お願い①相談員は各月の社協だよりでご確認下さい。②『紀宝町福祉センター』は鵜殿福祉センターのことです。 

   心配ごと相談 

住民のみなさんの日常生活上のあらゆる相談に応じ、適

切な助言、援助を行い、地域福祉の増進を図ることが目

的です。相談の内容は秘密厳守させていただきます。 

福祉児童相談 

身近な場所で、福祉や児童に関する相談ができる場として、

民生委員・児童委員協議会の相談部会委員が巡回型で月２

回、地域の集会所で開設します。お気軽にご利用ください。 

 

 

 

秘密厳守 
相談無料 



　　　2016年4月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 金 ▲辞令交付（社協の各事業所） 16 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿交流センター）

●配食サークルほほえみ　（福祉センター） 17 日

▲鵜殿すみれサロン（熊野市） 18 月 ★町老連踊り教室（福祉センター）

2 土 ●はっぴーすまいる（鵜殿地区） ●鵜殿配食サービスサークル総会　（福祉センター）

▲井田茶屋地サロン（町内） 19 火 ★民児協総会　（福祉センター）

3 日 ▲下地サロン　（町内） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

4 月 ▲子育て支援リズムリトミック　（福祉センター） 20 水 ★町老連総会（福祉センター）

▲神内サロン（神内農林公園） ★福祉児童相談　（井田公民館）

5 火 ▲大里サロン（親水公園） ▲子育て支援タッチケア　（福祉センター）

6 水 ★福祉児童相談　（福祉センター） ●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

●南京玉すだれ　（福祉センター） 21 木 ●ダンボおもちゃの病院　（福祉センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター） 22 金 ●配食サークルほほえみ　（福祉センター）

7 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿中央公園） 23 土 ●鵜殿配食　（まなびの郷）

8 金 ●配食サークルほほえみ　（福祉センター） ■子ども読書の日「スペシャルおはなし会」（図書館）

9 土 ●鵜殿配食　（まなびの郷） 24 日 ★母子寡婦福祉会総会（福祉センター）

10 日 25 月 ●子育てサロン　あらいぶ（井田公民館）

11 月 ■生活支援体制整備事業検討会（御浜町） ●傾聴ボランティア「クローバーの会」打ち合わせ（福祉センター）

12 火 ▲井田馬場地サロン　（井田公民館） ▲井田地下サロン（地下集会所）

▲鵜殿ひまわりサロン　（田辺市本宮） 26 火 ★手をつなぐ親の会総会（福祉センター）

13 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） ●サークルほほえみ総会（福祉センター）

14 木 ●寺子屋分校ダンボ料理教室　（福祉センター） 27 水 ★町遺族会総会（福祉センター）

★身体障がい者福祉会総会（那智勝浦町） ▲心配ごと相談　（福祉センター）

▲子育てサロンふれんＺｏｏ（神内会館） ●音訳ボラメッセ　（福祉センター）

15 金 ●配食サークルほほえみ　（福祉センター） ■公民館連絡協議会主催：宮川大介・花子さんと

●子育てサロン ふれんＺＯＯ　（鵜殿交流センター） 　防災の勉強をしよう！（仮題）（まなびの郷）

●寺子屋広場（福祉センター） 　 　 ▲子育て支援　やってみよう～ひろば（福祉センター）

28 木 ■紀南地域権利擁護支援体制連絡会議(熊野）

29 金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和の日）

30 土

アプローチCafé情報

　「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。

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。

　宅配・移動販売等も行っておりますので、利用してみ

たいと思われる方は、ご連絡下さい。

（　福祉の店まで　３２－０１４３）

▲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。

　　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。

いらっしゃいませ！あたたかい春のひより・・ 

散歩がてらコーヒーを飲みにきませんか？ 
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２８年度の手帳が出来ました！ 

社協では様々な子育て支援を行っています。 

地域での子育てサロンやリフレッシュひろばなど 

一度手帳を見て親子で参加してみませんか？  

手帳には年間の予定が載っています   

  

 

 

   

  講 師：竹中 ひとみさん 

  時 間：10:０0～11:30 託児あり 

  場 所：紀宝町福祉センター  

  参加費：３００円 

  内 容：パステルアートに挑戦 

しましょう！     

２７日 やってみよう～ひろば（要予約） 

                  

 

講 師：小阪具子先生 

 時 間：10:３0～11:30 

 会 場：紀宝町福祉センター 

 参加費： 町内 1 組 300 円、町外 1 組 500 円 

 内 容：リズムにのって身体を動かす楽しさ「見て」 

「聞いて」「触れる」ことにより、感じる心、

像力 

想像力を養います。 

開催時間１０：００～１１：３０ 

参加費：大人 100 円・子ども 100 円 

『ふれん ZOO ①』   １４日（木） 

 場 所：神内会館 

 内 容：こいのぼり作り 

 おやつ：ホットケーキパン 

『ふれん ZOO ②』   １５日（金） 

 場 所：鵜殿交流センター 

 内 容：こいのぼり作り 

 おやつ：ホットケーキパン 

『あらいぶ』      ２５日（月） 

 場 所： 井田公民館 

      内 容： 春を楽しもう 

      おやつ： お楽しみ」 

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2 階 交流室３ 

 内容：壊れたおもちゃがあればご持参下さ

い。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。 

４日 リズムリトミック 

                 

講 師：本館千子先生 

 時 間：10:00～11:00 

 会 場：紀宝町福祉センター 

 参加費：町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円 

 内 容：オリーブオイルを使ったベビーマッサージ

です。親子のスキンシップが目的です。  

２０日 タッチケア 

子育てサロン情報 

２１日 ダンボおもちゃ病院 

 

寄付金の報告 

あたたかい善意をありがとうございます。                             

福祉向上の為に活用させていただきます。 
 

紀宝町食生活改善推進協議会 様 

紀宝町母子寡婦福祉会    様 

（順不同） 



 広場・各分校とも４月１日（金）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。 

 

 

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。 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

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 

 

［ハンバーグ］ 
団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します 

 

●４月１４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 

 

 

マイヤーレモンは酸味がまろやかで、フルーティーな後味

が特徴的です。混ぜて焼くだけでしっとりとしたバウンドケ

ーキが出来上がります♪。是非ご参加ください。 

●４月１５日（金）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：松本起三子さん （成川） 
○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 

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 

●４月 ６日（水） 

   ２０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 

 

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。 

 

 

手をつなぐ親の会（育成会）

とは、障がい者（児）を子供

に持つ親の会で全国的な組

織です 

 

 
主な行事 総会・施設見学・自立

支援事業・親睦会・紀

宝町社会福祉協議会事

業への参画です 

対  象 療育手帳をお持ちの保

護者の方でしたら、ど

なたでも加入できます 

年 会 費 １，０００円 

 

問合せ先 紀宝町社会福祉協議会 

     ☎（３２）０９５７  ＊利用券 2枚（500円）。 

＊個人の車は使用しません。 

＊買い物の滞在は 1時間 


