
 

Ｐ１ 第８回社協つれもてまつり 

Ｐ２ まつりの詳細 

Ｐ３ 各養成講座・共同募金 

Ｐ４ カレンダー 

Ｐ５ 子育て支援、相談、寄付情報 

Ｐ６ 情報伝言板 

 

 

   

 

    

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

２月２３日㊐ 

１０時～１５時 

  ＊雨天決行 

紀宝町福祉センター 

（紀宝町鵜殿） 

  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】 

●介護保険事業全般● 

〒519-5712 紀宝町神内２７７番地２ 

（神内福祉センター内） 

  電話：0735-32-2023 
   ＦＡＸ：0735-32-3007 

E-Mail：kounouchi@kiho-shakyo.or.jp 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

電話:32-2023 通所介護 

        生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

               日中一時支援事業 

電話:32-3197 訪問介護・訪問入浴 

電話 33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ） 

【本所・鵜殿事業所】 

●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） 

 電話：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.or.jp/ 

【アプローチ事業所】 

●就労継続支援（Ｂ型）事業● 

アプローチ 

（本所・鵜殿事業所内） 

 電話：0735-32-0957 
  ＦＡＸ：0735-32-0958 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

福祉の店「アプローチ」 

〒519-5701 紀宝町鵜殿３５９番地１ 

（ＪＡ Ａコープ鵜殿店跡） 

電話：0735-32-0143 
 ＦＡＸ：0735-32-2356 

E-Mail：approach.shop@gmail.com 

元祖『オーロラ輝子』の親不幸人生 

～お母さん生んでくれてありがとう～ 

 

ＮＨＫ 朝の連続テレビ小説 

「ふたりっこ」で通天閣歌姫とし 

て登場。実在のモデルでもあった。 

障害を負っていじめにあった体験、 

極貧生活を見守り続けた母の愛等 

お話します。奈良県出身。 

 

 

▶10 時 

●オープニング 

木本高校吹奏楽部の演奏 

●食コーナー  ●ゲームコーナー 

●バザー・フリマ●スタンプラリー 

●寺子屋コーナー●無料相談コーナー  

▶13 時 

●叶麗子（かのうれいこ）さん講演会 

●もちまき 

●大抽選会 



 

 

第８回テーマは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★このまつりは、例年『エコイベント』 

です。マイはし・マイコップをご持参下

さい。当日デポジット容器の貸し出しも

行います。 

★午後：講演会終了後、恒例のもちまき、 

大抽選会を行います（雨天の場合、もち

まきは中止します）。受付時間は、オープ

ニングイベント終了後～１２時３０   

分までです。 

★フリーマーケット出店者 

を募集します。 

時間：１０時３０分～１３時 

応募資格：紀宝町在住の大人の団体 

（子供さんの出店は、学校から別途募集 

します） 

その他：広さは１団体１畳程度です。 

＊出店数に限りがあります。多数の場合は 

抽選となります。 

＊準備・片づけは各自でお願いします。 

（事前申し込みが必要です。申し込み締め

切り２月１０日（月）） 

 

        ★送迎バスがあります。 

      まつりに参加ご希望の方で 

 交通手段のない方は、送迎バスをご利用 

 下さい。 

（コース） 

 ●浅里→北桧杖→成川方面 

 ●桐原→相野谷→神内方面 

 ●井田→鵜殿方面 

 ●高岡→鮒田方面 

行きは９時前後 帰りは１５時センター発

（予定）（事前申し込みが必要です。申し込

み締め切り２月１０日（月）） 

 

 

            

★いろんなブースが出店します 

（まんぷくエリア）おなかいっぱいになる 

   おいしいたべものがたくさん 

（あそびまなびエリア）楽しみながら、い

ろんなことを体験しましょう 

（ふれあいエリア）いろんなひととふれあ

い、バザー等もあります 

★社協の３つの事業所をブースを 

めぐるスタンプラリーに参加する 

と記念品がもらえるよ！ 

小学生以下は、あめだま 

すくいに挑戦！！ 

申し込み・お問い合わせ先 

紀宝町社会福祉協議会  ☎（３２）０９５７ 鈴木・登立まで 



 

 

 

 

 

 

傾聴ボランティア養成講座 受講生募集 

絵手紙講座参加者募集    
                                              

  

                                                  
 

 

 

 

 

 

共同募金会からお知らせ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 傾聴とは、自分が『話す』のではなく、『聴く』

ことが、主体となります。言葉に込められた思いに

共感し、こころがつながる聴き方ができるようにな

るよう、あなたもチャレンジしてみませんか。 

【参加対象者】 

①原則として 3日間通して参加可能な方 

②ボランティア活動に参加できる方 

【参加受講料】 無料 

【会   場】 紀宝町福祉センター 

【申し込み先】 ☎３２-0957 時松・鈴木 

【申し込み期日】平成２６年２月２８日（金） 

 

日程 内容 講師 

３月６日（水） 

１０時～１２時 

開講式 

高齢者・障がい者の理解 

 

社協職員 

１３時～１５時 傾聴ボランティアと

は？ 

NPO法人 傾聴同好会 

代表 開発道代さん 

３月 13日（木） 

10時～15時 

傾聴とは相手に寄り添

うこと心で耳を傾ける

こと（講義・演習） 

 

植田寿之さん 

3月 14日（金） 

13時～1５時 

傾聴ボランティアとの

意見交換 修了式 

傾聴ボランティア『クロ

ーバーの会』の皆さん 

 

 

いつも 社協だより『情報伝言板』でカレンダーを 

提供していただいている絵手紙サークルこんにち

和の勉強会に参加してみませんか？ 

【日 時】2月 17日（月）・3月 17日（月） 

     13時 30分～15時 30分 

【場 所】紀宝町福祉センター 交流室２ 

【講 師】久保比佐子さん（新宮） 

【参加費】1回 100円 

【持ち物】道具がある方は用意してください 

【申し込み先】☎３２－０９５７ 時松・鈴木 

【申し込み期日】平成 26年 2月 12日（水） 

  

 ≪羽毛布団が募金になります≫ 

『羽毛プロジェクト』は、明和町社会福祉協議会

が三重県の中心になり行っている中央募金会の

モデル事業です。 

 このプロジェクトでは、羽毛布団やダウンジャ

ケット等の使わなくなった羽毛製品（破れたり汚

れていても可能）を社協にご寄付いただいたもの 

をエコランド有限会社に買い取っていただき、 

２６年度町の共同募金会へ、入金していただく流

れです。 

★「もったいない」を集めて「ゆたかなまちづ

くり」に貢献しましょう 

（２月に入りましたら、三重 TV で UMOU プ

ロジェクトの CMが放送されます） 

 

ご自宅で使わなくなった羽毛布団やダウンジ

ャケット等をご提供して下さい。 

 

【申し込み先】☎３２-０９５７ 登立・尾崎 

【申し込み期日】平成２６年２月２８日（金） 

２日とも参

加できる 

２回とも参加

できる方 



　　　2014年2月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 土 ▲鵜殿さつきサロン　（鵜殿交流センター） 17 月 ★町老連 踊り教室　（福祉センター）

■年賀状製本教室　（鵜殿図書館） ●絵手紙サークル こんにち和　（福祉センター）

2 日 ▲下地サロン　（下地センター） ●紀宝花づくりの会～２１日　（神内センター）

▲社協職員研修会 「災害講演会」　（神内センター） 18 火 ●子育てサロン ビスケット　（ふるさと歴史館）

3 月 ▲子育て支援  リズムリトミック　（福祉センター） ●手話サークル すいせん　（まなびの郷）

▲神内サロン　（神内会館） ●寺子屋 パッチワーク分校　（福祉センター）

★町老連 踊り教室　（福祉センター） ★民児協定例会　（福祉センター）

▲下り場サロン　（下り場センター） ★新任民生委員・児童委員研修会（福祉センター））

4 火 ▲大里サロン　（大里集会所） 19 水 ▲子育て支援 タッチケア　（福祉センター）

★町老連 新年会　（ホテル浦島） ▲オープンカフェ　（アプローチ）

5 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）

▲鮒田サロン　（鮒田センター） ★福祉児童相談　（井田公民館）

●南京玉すだれ 福ふく　（福祉センター） 20 木 ▲子育て支援 音楽療法　（福祉センター）

★福祉児童相談　（福祉センター） ▲お互いさん お買い物ツアー　（町外）

6 木 ▲子育てサロン ふれんＺＯＯ　（飯盛集会所） ●男流ダンボ おもちゃ病院　（福祉センター）

▲お互いさん お買い物ツアー　（町内） ★身障役員会　（福祉センター）

7 金 ▲子育てサロン ふれんＺＯＯ　（井田公民館） 21 金 ▲金曜朝市　（福祉の店 「アプローチ」）

▲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）

▲つれもてまつり ブース説明会　（福祉センター） 22 土 ●鵜殿地区配食　（まなびの郷）

●配食サークルほほえみ　（福祉センター） ●紀宝ゆるクラブ　（福祉センター）

8 土 ▲鵜殿ささゆりサロン　（長谷集会所） ▲つれもてまつり　準備

●鵜殿地区配食　（まなびの郷） ■図書館 おはなし会　（鵜殿図書館）

●紀宝ゆるクラブ　（福祉センター） 23 日 ▲社協つれもてまつり　（福祉センター）

9 日 24 月 ▲高岡サロン　（高岡老人憩いの家）

10 月 ★新任民生委員・児童委員 研修会　（尾鷲） 25 火 ●寺子屋 パッチワーク分校　（福祉センター）

●寺子屋 多恵子さんのおやつ分校（福祉センター） ●手話サークル すいせん　（まなびの郷）

11 火 ▲井田馬場地サロン　（井田公民館） ▲浅里サロン　（浅里センター）

▲鵜殿ひまわりサロン　（太地） 26 水 ▲子育て支援  あらいぶ親子教室　（福祉センター）

12 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）

▲井田上野サロン　（上野つどい館） ▲紀南地域権利擁護支援体制連絡会　（熊野）

▲つれもてまつり運営委員会　（福祉センター） ▲オープンカフェ　（アプローチ）

13 木 ▲スウィーツ・ゆりかご合同広場　（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）

▲鵜殿たんぽぽサロン　（鵜殿駅前旧教員住宅） ●ボランティア 音訳メッセ　（福祉センター）

▲お互いさん お買い物ツアー　（町内） 27 木 ▲井田茶屋地サロン　（茶屋地センター）

★老連パソコン教室　（まなびの郷） ▲お互いさん お買い物ツアー　（町内）

14 金　 ▲金曜朝市　（福祉の店 「アプローチ」） ★老連パソコン教室　（まなびの郷）

▲鵜殿ぼたんサロン　（ふるさと歴史館） 28 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） ▲寺子屋広場　（福祉センター）

15 土 ●はっぴーすまいる　（鵜殿地区） ●配食サークルほほえみ　（福祉センター）

■紀の宝 港市　（鵜殿港）

▲鵜殿すみれサロン　（尾鷲） 福祉の店「アプローチ」情報

16 日 ■チャレンジ・春秋 閉校式＆講演会（まなびの郷） 毎週  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。

▲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。



   

 

                       

３日   リズムリトミック （小阪具子先生）       １３日  スウィーツ ・ゆりかご広場合同          

 時 間 10:30～11:30               時 間 10:３0～1１:３0 

会 場 紀宝町福祉センター               会 場 紀宝町福祉センター 

参加費 町内 1組 300円               参加費 ３００円（要予約） 

内 容 リズムにのって身体を動かし楽しもう      内 容 もちつき大会 

   

 １８日 タッチ・ケア（本館千子先生）  

時 間 10:00～11:00              ① ６日 会 場 飯盛集会所     

会 場 紀宝町福祉センター               内 容  節分あそび 

参加費 町内 1組８00円                 おやつ  お楽しみ 

内 容 マッサージで親子のスキンシップ         支援者  ふれん ZOO 

                        ②  ７日 会 場 井田公民館      

２０日 音楽療法（福田朝子先生）            内 容  節分あそび 

時 間 10:30～11:30                      おやつ  おにぎり・豚汁 

会 場 紀宝町福祉センター                支援者  ふれん ZOO 

参加者 町内１組３００円              ③１８日  会 場 ふるさと歴史館   

内 容 音楽にふれ、心も身体もリフレッシュ       内 容   節分あそび 

         支援者   ビスケット 

２６日 親子教室（あらいぶ）          ２０日 おもちゃ病院（ダンボ）     

 時 間 10:00～11:3０               時 間 10:00～11:30  

会 場 紀宝町福祉センター              会 場 紀宝町福祉センター 2階交流室３ 

参加費 1人 100円                  内 容 壊れたおもちゃがあればご持参下さい 

内 容 感覚あそび                      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 

                                                                 

   

 

≪ 心配ごと相談 ≫ 

  日 時 ２月２６日（水）10:00～15:00 

会 場 紀宝町福祉センター 2階交流室１ 

相談員 前地幸久 田中啓一 龍神弘重（敬称略）   

≪ 福祉児童相談 ≫              

  ①日 時 ２月５日（水）10:00～12:00          

会 場 紀宝町福祉センター             ◇ 東 照江 様 

相談員 濵口啓 中平明子（敬称略）             （大 里） 

②日 時 2月１９日（水）10:00～12:00        

会 場 井田公民館 

相談員 田中孝史 鈴木喜代治（敬称略） 

   

 



                                                     

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

                               

   

 

                                       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広場で開催して、今後も地域講師の継続が可能な場合は分校になり、毎月

開催しています。いつからでも気軽に参加してください。 

 

生活用品の買い物に移動手段等が

困難で、希望する方に対して,社協の

大型車両とシルバー人材センター

を利用し、集団で買い物に出かけら

れるよう 1 対 1 の付きそいを行い

ます。気がねなくご利用を。 

＊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。 

 

２月の買い物予定 

●行先：町内スーパー 

６・１３・２７日（木）午前中 

●行先：町外スーパー 

２０日（木）午前中 
   詳しくは 紀宝町社協 

☎３２‐０９５７へ 

 

 

 

 

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。 

●２月１９日（水） 

●２月２６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 

 

登録ヘルパー随時募集中！ 

 

広場・各分校とも 2 月３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。 

              

〔チョコレートケーキ〕 
手作り簡単おや 

つで、食の大切 

さを学びます。 

●２月１０日（月） 

９時～11 時 

○場所：紀宝町福祉センター 

○講師：山本多恵子さん(鵜殿) 

○定員：10 名 

○参加費：８00 円 

○持ち物：エプロン等 

 

なべにかぶせて保温効果を利用して調理する 

鍋帽子調理は、材料の煮崩れもなく、燃料の 

節約にもつながります。また調理の手間が省 

けることで自由な時間もできます。お気軽に。 

●２月２８日（金）１３時～１５時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：網谷征子さん・内門理恵さん（新宮友の会） 

○定 員：１０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 

お

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 

 

紀南病院では、受付付近での 

案内や移動の介助など、病院ボ

ランティアさんの支援で、心の

支えや安らぎを得ていると喜

ばれています。 

1 カ月に１回程度、午前中の活

動です。関心を 

お持ちの方は、紀 

宝町ボランティア 

・市民活動センタ 

ーへご連絡をお願 

いします。 

 

〔ハワイアンキルトポーチ〕 
かんたんパッチワー 

クで、布のリサイク 

ルを、すすめます。 

●２月１８・２５日（火）二日で完成 

１３時～１５時 

○場所：紀宝町福祉センター 

○講師：久保和子さん（井田） 

○定員：７名 

○参加費：４00 円（ファスナー代別 200 円） 

○持ち物：裁縫道具・筆記用具 
＊ポーチが苦手な方はコースターでも 

 

 

簡単防災ずきんの紹介も！ 

ほどけばタオルとして使えます 


