
 

    

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

     

 

 

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 28年度事業計画・人事異動 

P3 社協の主な活動内容 

P4 布団丸洗い・共同募金  

P5 第2次地域福祉（活動）計画  

P6 カレンダー 

P7 子育て・寄付金の報告 

P8 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 

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 

男性のみなさん！ 

一緒に活動してみま

せんか？ 

お持ちしています。 

 

 



     

 

 

 

   

去る、平成２８年３月３０日（水）に紀宝町社会福祉協議会 理事会および評議員会 

を開催し、平成２８年度 事業計画及び事業予算等が、それぞれ承認され決定致しまし 

たので、主な点を抜粋し、次のとおりご報告いたします。 

【基本方針】 

本町においても少子高齢化が進み、小学校の入学生が６７名と１００名を切り、６５歳以上の高齢

化率が３３％と３人に１人が高齢者となっています。 

この様な状況の中で、平成２５年末に「生活困窮者自立支援法」が成立し、平成２８年４月から県

社協、行政、当社協と連携し、共同で取り組む方向で進めています。 

 

また、「第２次地域福祉（活動）計画」を平成２７年度に策定し、平成２８年４月から活動を開始

することになりました。 

その基本理念は、「みんなが ふだんの くらしを しあわせに 感じるまちへ」の第１次地域福

祉（活動）計画の基本理念を踏襲して、スローガンとし、町民の皆さんが、お互いに助け合いながら

安心して幸せを感じ、生活できる地域社会の環境作りに、本会も努力して参ります。 

一方、就労継続支援（Ｂ型）事業（アプローチ）につきましては、利用する希望者が少なく、収入

状況が厳しくなる中で、業務の改善による経費の節約に努めるとともに、利用者の充足に努めて参り

ます。 

介護保険事業についても、平成２７年度の介護保険法の改正で、介護報酬が下がり、収支状況が、

更に厳しくなる中で、営業時間の延長を行い、利用増員獲得に努めましたが、平成２６年度並みの収

入確保が精一杯の状況でした。 

今後も、安全、安心な介護サービスの向上と利用者の獲得に努めて、収入の目減りを少しでも食い

止めて参ります。 

 

 

       

 

      

     平成２８年４月１日付で、下記のとおり人事異動を行いましたのでご報告します。 

   【異動職員】 

    ■堀切 貴子  居宅介護支援係長→神内事業所長補佐兼居宅介護支援係長         

    ■林  優子  アプローチ店係長補佐→アプローチ事業所長補佐兼アプローチ店係長（店長） 

■川原 智子  地域包括支援センター出向：主任ケアマネジャー→居宅介護支援係長補佐 

    ■中村 洋子  居宅介護支援係→地域包括支援センターへ出向：主任ケアマネジャー（係長） 

   【退職職員】平成２８年３月３１日付 

    ◆中道眞規子（居宅介護支援）、◆堀 耕三（アプローチ店）、◆森倉賢一郎（アプローチ店） 

    ※尚、中道眞規子は高年齢者継続雇用（嘱託職員）、堀 耕三は 5.5時間臨時職員にて継続雇用 

今年度も 

よろしくお願

い致します。 



　１．社会福祉協議会の基盤強化

　２．地域福祉の取り組み

　　　⑩研修　⑪福祉の店販売業務　⑫パン製造販売　⑬たまり場接客　⑭宅配・移動販売事業　他

　　　⑦紀宝町共同募金委員会   ⑧紀宝町災害見守り体制連絡協議会　⑨紀宝町福祉連絡会

（千円） 割合 （千円） 割合

800 0.2% 205,565 51.8%

720 0.2% 24,590 6.2%

50,376 12.7% 24,044 6.1%

20,685 5.2% 106,877 26.9%

10 0.0% 1,700 0.4%

2,536 0.6% 95 0.0%

11,379 2.9% 10,340 2.6%

173,065 43.6% 4,662 1.2%

78,900 19.9% 2,866 0.7%

41,790 10.5% 5,499 1.4%

1,812 0.5% 10,235 2.6%

140 0.0% 280 0.1%

1,513 0.4% 396,753 100.0%

4,662 1.2%

2,866 0.7%

5,499 1.4%

396,753 100.0%合　　計

合　　計

※今年も引き続き、経費節減に努めます。

予備費

事業区分間繰入金

その他の収入

受取利息配当金

●支出の部

分担金事業収入

貸付事業

受託金

人件費

　　　④スーパーカー事業　⑤地区懇談会の開催　⑥ふだんのくらしをしあわせに委員（ふくし委員）制

　　　⑦いきいきサロン事業、子育てサロン事業　⑧生活困窮者自立支援法における取り組み

サービス区分間繰入金

その他の活動による支出

介護保険事業

負担金

会費

寄附金

経常経費補助金

共同募金配分金事業費

　　　⑪日常生活自立支援事業　⑫ひきこもり支援　⑬相談機能の強化　⑭心配ごと相談　⑮研修会等の実施

　４．町からの受託事業

　　　④紀宝町母子寡婦福祉会　　　　　⑤紀宝町手をつなぐ親の会　⑥紀宝町遺族会　

　　　⑤居宅介護支援事業　特定相談支援事業、障害児相談支援事業　他（各介護予防サービスも含む）

　７．各団体関係事業（事務局担当）

　　　①紀宝町民生委員児童委員協議会　②紀宝町老人クラブ連合会　③紀宝町身体障がい者福祉会

　　　①学童保育事業　②災害見守り体制連絡協議会の運営　③介護予防事業　④寝具等洗濯乾燥消毒　

　５．各種介護サービス事業

　　　①訪問介護事業　②福祉有償運送事業　③訪問入浴介護事業　④通所介護事業介護

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業区分間繰入金

　　　①福祉センター清掃　②焼き菓子作り　③オープンカフェ　④コーヒーの提供　⑤水耕栽培・販売

　　　⑥みかん袋の加工・修繕　⑦災害救援自販機の設置　⑧空き缶リサイクル　⑨イベント参加交流

　　　①理事会・評議員会の開催　　②役職員の資質向上　　③広報活動　　④財政基盤の安定

　　　⑲学童生徒ボランティア啓発事業　⑳学童保育事業　㉑紀宝町「助け合い金庫」事業

　　　①地域福祉活動計画の推進　②生活支援サービス体制整備事業　③地域支えあいボランティアサービス事業

　　　⑯配食サービス事業　⑰防災・減災に関する取り組み　⑱子育て支援事業（たまり場の提供、親子教室等の開催）

　６．総合支援事業「アプローチ」及び福祉の店「アプローチ」（就労継続支援（Ｂ型）事業所）

　　　⑨三重県社会福祉協議会「生活福祉資金」の協力　⑩法人後見への取り組み

■平成２８年度　紀宝町社会福祉協議会　予算

サービス区分間繰入金

拠点区分間繰入金

事業費

事務費

就労支援事業

就労支援事業

助成金

障害福祉サービス等事業

●収入の部

　　　⑤リサイクルバザー　⑥助成金等による活動支援

　　　⑤高齢者生きがい活動支援通所事業　⑥日中一時支援事業　⑦軽度生活支援事業（ヘルパー派遣）

　３．ボランティア・市民活動センター事業

　　　①センター機能の充実　②役職員等資質の向上　③ボランティア講座等　④広報啓発事業

助成金

拠点区分間繰入金



○対象施設・団体 

 ・社会福祉法第２条第２項および第３項（第１３号を除く） 

に規定する施設 

 ・その他、三重県共同募金会が特に必要と認めた施設およ 

び団体 

○申請対象事業 

社会福祉の先駆的開拓的事業および地域住民の福祉向上 

をはかるための事業に要する経費で、公費補填のないもの 

に対して配分を行います。 

※三重県共同募金会配分要綱の欠格条件に該当する事業等 

には配分できませんので、お問い合わせください。 

○募集期間 ※当日消印有効 

 平成２８年５月１日(日)～平成２８年５月３１日(火) 

○申請書提出先 紀宝町共同募金委員会 
申請様式は下記ＵＲＬからもダウンロードできます。 

http://www.miewel-1.com/bokin/ 

赤い羽根共同募金は、社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を行う民間施設や

団体に配分されています。 

 

 

 

〔対象者〕 

 町内在住で、概ね６５歳以上の単身世帯、高齢者 

のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並 

び障がい者であって、心身の障がい及び疾病等の理 

由により、寝具類の衛生管理が困難な方。 

〔内 容〕 

寝具類の衛生管理のための丸洗い 

●布団上下と毛布、又はコタツ布団上下と毛布等 

 ３枚の内１枚は必ず毛布にして下さい。 

対象とならないもの 

・敷布団２枚と上布団１枚のセット  

・上布団３枚のセット 

・ムートン等の特殊な素材 

※詳しくは、集配の方にお尋ね下さい。 

 

 

 

 

 

 

〔利用料金〕1,000 円（布団２枚・毛布１枚） 

  布団返却時に、集配の方にお支払い下さい。 

〔申込期間〕 

 平成２８年５月９日（月）～５月２７日（金） 

丸洗いの実施は、６月を予定しています。 

〔定  員〕  70 名 

  ＊申し込みが定員を上回った場合、前年度利用 

の方にはご遠慮いただく場合があります。 

  

◆お申し込みは・・・ 

神内福祉センター 

☎  ３２－２０２３ 
平日 朝 8 時 30 分～夕方 5 時 15 分 

担当：松原・石垣まで 

 

◆申請書その他詳細は・・・ 

  紀宝町共同募金委員会 

（紀宝町福祉センター内） 

  ☎   ３２－０９５７ 

  担当：登立・時松まで 



 

 

 

 平成２７年度に入り、地域福祉（活動）計画

の進捗状況を、社協だよりで報告してきました

が、策定については、最終の報告となります。

いよいよ第２次地域福祉（活動）計画が、でき

あがります。現在、最終の編集を行っておりま

す。お楽しみに！！ 

さて平成２８年は、この計画を推進していく

ことになります。まず、６月に推進チームを立

ち上げ、年間のスケジュール、地域の皆さんに

知ってもらう為に「ダイジェスト版」を作成し、

各地で「地区懇談会」をおこなっていきたいと

思っております。１年かけてみんなで作り上げ

た計画を、いざ行動に移していきます。今後も

ご協力よろしくお願いします。 

計画の詳しい内容は、今後シリーズ化し、社

協だよりでお知らせしていきます。 

「地域福祉計画」は、地域の助け合いによる福

祉（地域福祉）を推進するため、一人ひとりの

尊厳を重んじ、人と人とのつながりを基本とし

て、困った時に助け合う「顔の見える関係づく

り」、お互いを認めあい支えあう「共に生きる

社会づくり」を目指すための「理念」と「仕組

み」をつくる計画です。 

 即ち、住民・福祉団体・福祉施設関係者など

が、それぞれの役割の中で、お互いに力を合わ

せる関係づくり、住民のボランティアパワー、

関係諸団体の活動、公的サービスの連携の下

で、「自助」「共助」「公助」を重層的に組み合

わせた「地域ぐるみの福祉」を推進するための

計画です。 

       

 

 

 

◆◆ 活動指針 ◆◆  

＊すべての項目に共通して大切にしたい考え方です。 

●住民みんなが主役 

●「ふくし」意識の向上 

●多様な参加（多様な人たち・多様なカタチの参加） 

●学びあい、工夫し、創る 

●困難を避けない、あきらめない 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが ふだんの くらしを しあわせに 感じるまちへ 



　　　2016年5月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） 17 火 ★民生委員・児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

2 月 ★福祉連絡会総会（福祉センター）

3 火 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（憲法記念日） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

4 水 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（みどりの日） 18 水 ■いっぷく亭（大里多目的集会施設）

5 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（こどもの日） ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

6 金 ●配食ほほえみ（福祉センター） ●寺子屋安子さんの着付け教室（福祉センター）

7 土 ●はっぴーすまいる（福祉センター） ★福祉児童相談（神内福祉センター）

▲鵜殿牡丹サロン（ふるさと歴史資料館） ●紀宝町災害ボランティアコーディネーター連絡会総会（福祉センター）

8 日 19 木 ▲子育て支援音楽療法（福祉センター）

9 月 ▲神内サロン（神内会館） ■紀宝町地域包括ケア会議（紀宝町役場）

■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜） ●男流ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

10 火 ▲井田馬場地サロン　（井田公民館） 20 金 ●配食ほほえみ　（福祉センター）

11 水 ●寺子屋安子さんの着付け教室（福祉センター） ▲子育てサロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

▲井田上野サロン（上野つどい館） ★共同募金運営委員会（福祉センター）

★福祉児童相談（ふるさと歴史館） 21 土

●南京玉すだれふく福（福祉センター） 22 日 ■平成28年度春秋学級・チャレンジ学級開講講座（まなびの郷）

12 木 ▲ボランティア・市民活動センター総会（福祉センター） 23 月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター） 24 火

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧職員住宅） 25 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ▲子育て支援クッキングひろば（福祉センター）

▲ふれんＺＯＯ（神内会館） ●音訳メッセ（福祉センター）

■介護者サロン（まなびの郷） 26 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

13 金 ●配食ほほえみ（福祉センター） ▲寺子屋広場（福祉センター）

●高齢者地域見守り隊啓発活動（マル井マート） 27 金 ▲理事会・評議員会（福祉センター）

▲学童保育保護者交流会（福祉センター） ●配食ほほえみ（福祉センター）

▲鵜殿すみれサロン（ふれあい会館） 28 土 ■おはなし会（鵜殿図書館）

14 土 ●鵜殿配食（まなびの郷） ●鵜殿配食（まなびの郷）

▲鵜殿さつきサロン（鵜殿交流センター） 29 日

15 日 ▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター） 30 月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

16 月 ★老連踊り教室（福祉センター） ●クローバーの会打ち合わせ（福祉センター）

31 火

▲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。

アプローチＣＡＦＥ 情報 営業日・時間 

 
「Ｃａｆｅ ｄｅ アプローチ」は毎週水・土曜日 

「コーヒーＣａｆｅ」は 毎週月・火・金曜日 

時間は、共通 10:30～12:00 13:00～15:00 

福祉の店 情報  営業時間変更しました 

 営業日・時間 月～金  10：00～17：30 

              土        10:00～13：00  

毎週月・火・金は手作りパンを焼いています。 

毎週金曜日は、朝市を開催しています。 

福祉の店  移動販売情報  

 鵜殿地区 毎週土曜日 移動販売始めました。 

 

 ①ふるさと歴史館（上地）10:35～10:55 

 ②なかよし広場駐車場（北畑）11:00～11:20 

 ③元・宇井商店様横駐車場（堤）13：15～13：35 

 ④梶屋様宅駐車場（明見）13：40～14：00 

 ⑤鳥居教材様付近：赤堀様宅駐車場（奥平嶋） 

            14：05～14：20 

  連絡先：080-2449-2979 （担当 林） 



   

 

 

 

  

 

 講 師：蔵本一十三さん 

 時 間：１０時～１１時３０分 

 会 場：紀宝町社会福祉センター 

 参加費：３００円 

 内 容：桜もち 

＊要予約 ８組(エプロン・三角巾) 

 

                   

 

講 師：本館千子先生 

 時 間：１０時～１１時＊バスタオルを持って来てくださいね 

 会 場：紀宝町福祉センター 

 参加費：１組 ８００円（町外 1,000 円） 

 内 容：講師指導のもと、オイルを使用してベビ 

     ーマッサージをします。親子のスキンシ 

ップが目的！ 

 

                  

  

講 師：福田朝子先生 

 時 間：１０時３０分～１１時３０分 

会 場：紀宝町福祉センター 

参加費：１組 ３００円（町外５００円） 

内 容：聴いて楽しくなったり安らぐリラクゼー 

ション効果あり。歌ったり楽器を使った 

り、心も体もリフレッシュできます！  

 

 

 

 

 

                                                   

                                              

 

   

開催時間 10:00～11:30 

参加費：大人 100 円：子ども 100 円 
 

[ふれん ZOO①]  1２日(木) 

場 所：神内会館 

 内 容：うんどう会 

 おやつ：炊き込みご飯 
 

[ふれん ZOO②]  ２０日(金)  

 場 所： 鵜殿交流センター 

 内 容： うんどう会 

 おやつ： 三色白玉あんみつ 
 

 募集‼ 

子育てサロンでお手伝いしてくれる 

「ボランティア・スタッフ」 

    お問合せ：紀宝町福祉センター 

             担当 向井 

２５日 クッキングひろば 

 

１８日 タッチケア  

１９日 音楽療法 

子育てサロン 情報 

 

１９日 おもちゃ病院『ダンボ』 

壊れたおもちゃがあればご持参下さい。 

おもちゃを修理するボランティア『ダン

ボ』の活動日です。場合により、入院にな

ることもあるかもしれません。事前にお預

かりすることも可能です。 

＊第３木曜日 １０時～１１時３０分 

あらいぶは 

お休みです 

日 時：平成２８年５月２５日（水） 

１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：有城安子・榊原富也・龍神弘重 

             （敬称略） 

＊相談は無料です。 

＊相談内容の秘密は厳守しています。 

心配ごと相談所 

福祉児童相談所 

日 時：平成２８年５月１１日（水） 

１０時～１２時 

場 所：ふるさと歴史館（鵜殿） 

相談者：鈴木喜代治・瀧之上 勝（敬称略） 

 
 

日 時：平成２８年５月１８日（水） 

１０時～１２時 

場 所：神内福祉センター 

相談者：榊原富也・和田美知代（敬称略） 



 
広場・各分校とも５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 

 

［魚介とアボガドの 

レモンバター醤油炒め］ 
団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します 

●５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 

 

 

ほんの少しの生地を使い手縫いで、５００円玉が入るサイズの

かわいい小銭入れをつくります。（^-^)是非ご参加ください。 

布のない方はこちらで準備します。 

●５月２６日（木）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：窪田 美由喜さん （鵜殿） 
○定 員：１０名  

○参加費：５００円 

○持ち物：布（３０㎝×３０㎝）、針、糸、まち針、ハサミ 

 

  

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 

●５月１１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 

 

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。 

 

 

安心してボランティア活動が

できるよう、ボランティア活動保

険の加入をお勧めしてします。 

当センターの登録している団

体や個人ボランティアには、社協

から一人につき２００円の補助

があります。 

お問合せ ☎（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 

 4 月 14 日から熊本地方等を震源

とした地震により、各地に人的被害、

家屋の倒壊など大規模な災害を受け

ています。紀宝町共同募金委員会では

被災された方々を支援することを目

的に義援金の募集を行っています。 

期間：平成２８年６月３０日（木） 

場所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

     神内福祉センター 

     福祉の店「アプローチ」 


