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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・布団乾燥
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
日中一時支援事業
TEL:32-3197 訪問介護・訪問入浴
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

●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.or.jp/

●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

登録ヘルパー随時募集中！

住民の困りごとの声から生まれた

地域支えあいボランティア事業の
「困ったときはお互いさん！」は、開始されて３年になります。
ボランティア意識を持つ住民活動ですすめられているこの事業は、現在
協力員さんのお陰で広がっています。そして紀宝町独自のしくみを今後
も継続していくために、さらにみなさんの理解と協力が求められます。
●特

徴

日常生活で困った時、ボランティア意識を持つ住民同士の支えあいに
よる「会員制」と「有償性」の活動
●利用会員 日常生活で困った時に手助けが必要な紀宝町に在住する方
①援助を必要とする高齢者（世帯）
②身体に障がいがある方
③ひとり親世帯、子育て中の方
④その他必要とみなされた方
●協力会員 18 歳以上のボランティア意識を持った方、この趣旨を理解・賛同し、
サービス提供に協力できる方（就業目的としたサービスではありません）
●利用条件 利用会員・協力会員ともに年会費 500 円（福祉サービス保険等）

おかずのおすそわけサービス
地域の集会所等で、協力会員さんがおかず
を作って、利用会員さんに、お届けします。
気がねなくご利用できます。

利用券

町内７カ所の施設で実施しています。
＊利用者：111 名 ＊協力者：53 名

＊利用券１枚（２５０円）
＊一度に食べられる料で２品程度
＊容器は事務局で用意したものを使用

買物支援ツアーサービス
移動手段がなく、生活用品等の買物に困っ
ている希望者に対して、１対１の付きそい
で買物に出かけます。
気がねなくご利用できます。
＊利用券２枚（５００円）
＊目的地での滞在時間は、１時間
＊回数は、月 4 回程度（木曜日午前中）
＊行先は、町内スーパー3 回・町外 1 回

その他便利屋さんサービス
ちょっとした困りごとの対応です。
下記の様な事がなされています。
気がねなくご利用できます。
◎ごみ出し◎薬の受取り◎布団の干し入れ
◎30 分程度のそうじ
◎犬の散歩◎他
＊利用券は実働の枚数（30 分で１枚）

毎月約 13 名の方が利用しています。

３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

＊４月からの登録のお知らせ
４月１日～翌年３月３１日までを１年とし、
「福祉サービス保険」（１年間）に加入します。
現在サービスを利用・協力されている方とも、
４月 1 日から再登録が必要となります。
お手数をかけますが、年会費をお納め下さい。
現在登録されている方には個別でご案内します。
お問合せ・申込み 電話 32‐0957 担当稲本

介護の職場で働いてみませんか？
看護師

正・准

問わず

介護員

不問

登録ヘルパー

資格必要(２級以上)

通所介護

訪問介護

－

＊ 勤務時間は応相談 （月１００時間前後の勤務です）
＊ 随時受付しています
＊ お問い合わせ先

（神内事業所）

昨年の１０月１５日から開始致しました「宅配・移動販売」事業も４ケ月が経過しました。
皆様のご理解とご協力により、少しずつではありますが、買物利用者様も増えてきております。
ご承知のとおり、この事業は、紀宝町社会福祉協議会の事業の一環で、障害者総合支援法に基
づき、就労継続支援（Ｂ型）事業所「アプローチ」が運営しています。【町内外の障がい者（利
用者）も随分、仕事場に慣れて参りました。
】
宅配販売の利用につきましては、事前に登録して頂いた高齢者や障がい者（買物等が困難な方）
に限りますが、移動販売については、誰でもご利用できますので、遠慮せずに、どうぞご利用下
さい。よろしくお願い致します。
今回は、現状のご報告と今後の課題等を少しだけ報告させて頂きます。
●現状報告（平成２６年１月２４日現在）
①宅配利用者の登録件数・・・１３件（延べ利用回数４８回）
②移動販売の利用者数・・・４３９名（営業日数： ３６日）
③実施モデル地区
・月曜日：休み
・火曜日：成川、鮒田・・・・・・・・・・
（５ケ所）
・水曜日：阪松原、平尾井、大里・・・・・
（５ケ所）
・木曜日：井田 （地下、上野）
・・・・・・
（５ケ所）
・金曜日：鵜殿、浅里・・・・・・・・・・
（３ケ所）
●今後の課題として
【初日は強めの雨の日でした】
①宅配希望者増加時の対応と全町展開時の体制づくり。
②移動販売の実施場所の変更。
★何か他にお気づきの点がございましたら、福祉の店「アプローチ」までご一報下さい。
（直通携帯電話番号：０８０－２４４９－２９７９）

201４年３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

土 ▲鵜殿さつきサロン （鵜殿交流センター）
▲鵜殿ぼたんサロン （鵜殿ふるさと歴史館）

日

曜

16

日 ■絵本作家 長野ヒデコ 講演会 （鵜殿図書館）

17

月 ●絵手紙サークル こんにち和 （福祉センター）

●紀宝ゆるクラブ （福祉センター）
2
3

容

●紀宝花づくりの会～２０日 （神内福祉センター）

日 ▲成川下地サロン （下地センター）
■芸能フェスティバル （まなびの郷）

内

★町老連踊り教室 （福祉センター）
18

火 ●子育てサロン ビスケット （鵜殿ふるさと歴史館）

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）

▲鮒田サロン （鮒田センター)

●寺子屋広場「コサージュ作り」 （福祉センター）

▲神内サロン （神内会館）

★民児協役員会・定例会 （福祉センター）

★町老連踊り教室 （福祉センター）

19

水 ▲子育て支援 タッチケア （福祉センター）

4

火 ★福祉連絡会 ＧＧ大会 （鵜殿運動場）

▲アプローチカフェ （福祉センター）

5

水 ▲アプローチカフェ （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）

●南京玉すだれ 福ふく （福祉センター）

●寺子屋 和子さんのパッチワーク分校 （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）

★福祉児童相談 （神内福祉センター）

★福祉児童相談 （ふるさと歴史館）
6

7

20

木 ▲子育て支援 音楽療法 （福祉センター）

木 ▲子育てサロン ふれんＺＯＯ （神内会館）

▲お互いさん 買い物ツアー （町外）

▲お互いさん 買い物ツアー （町内）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）

▲傾聴養成講座 （福祉センター）

●男流ダンボ おもちゃ病院

金 ▲子育てサロン ふれんＺＯＯ（鵜殿ふれあい会館）

▲つれもてまつり 反省会 （福祉センター）

▲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）
8

土 ▲ささゆりサロン （長谷集会所）

★身障役員会 （福祉センター）
21

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

22

土 ●鵜殿地区配食 （まなびの郷）

●鵜殿地区配食 （まなびの郷）
9

日

10

月 ▲子育て支援 ゆりかご （福祉センター）

11

●紀宝ゆるクラブ （福祉センター）
■図書館おはなし会 （鵜殿図書館）
23

日

▲寺子屋 多恵子さんのおやつ分校 （福祉センター）

24

月 ▲高岡サロン （高岡老人憩の家）

火 ▲子育て支援 あらいぶ親子教室 （福祉センター）

25

火 ●手話サークル すいせん （まなびの郷）

26

水 ▲アプローチカフェ （福祉センター）

▲井田馬場地サロン （井田公民館）
●手話サークル すいせん （まなびの郷）
12

▲心配ごと相談 （巡回型）

水 ▲アプローチカフェ （福祉センター）

●音訳ボランティア メッセ （福祉センター）

▲井田上野サロン （上野つどい館）
▲井田下り場サロン （下り場センター）

13

●寺子屋 和子さんのパッチワーク分校 （福祉センター）

27

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町内）

▲サービス支援体制検討委員会 （福祉センター）

▲井田茶屋地サロン （茶屋地センター）

▲人権講演会 （まなびの郷）

★老連パソコン教室 （まなびの郷）

木 ▲お互いさん 買い物ツアー （町内）

28

金 ▲金曜朝市 （福祉の店「アプローチ」）

▲鵜殿たんぽぽサロン （鵜殿駅前旧教員住宅）

14

15

（福祉センター）

●配食サークル ほほえみ （福祉センター）

▲傾聴養成講座 （福祉センター）

29

土

●寺子屋 男流ダンボ料理分校 （福祉センター）

30

日

★老連パソコン教室 （まなびの郷）

31

月 ▲井田地下サロン （地下集会所）

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）

福祉の店「アプローチ」情報

▲傾聴養成講座 （福祉センター）

毎週 火・ 木・ 金 は手作りパンを焼いてます。

土 ●はっぴーすまいる （鵜殿地区）
■紀の宝 港市 （鵜殿港）
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。

（小阪具子先生）

（託児あり）

時

間 10:30～11:30

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

参加費 町内 1 組 300 円

参加費 ３００円（要予約６組まで）

内

内 容 蜜蝋キャンドルづくり

容 リズムにのって身体を動かし楽しもう
（本館千子先生）

時

間 10:00～11:00

会

場 神内会館

会

場 紀宝町福祉センター

内 容 おひなさまづくり

参加費 町内 1 組８00 円

おやつ お楽しみ

内

支援者 ふれん ZOO

容 マッサージで親子のスキンシップ

会
（福田朝子先生）

場 ふれあい会館

内 容 お楽しみ会

時

間 10:30～11:30

おやつ シチュー

会

場 紀宝町福祉センター

支援者 ふれん ZOO

参加費 町内 1 組３00 円

会

内

内 容 買い物ごっこ！

容 音楽にふれ、心も身体もリフレッシュ

場 ふるさと歴史館

支援者 ビスケット
(あらいぶ)
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

内 容 壊れたおもちゃがあればご持参下さい

容 おわかれ会

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
『お気軽にご相談下さい。
』

日

時

３月２６日（水）10:00～15:00

【A コース】
会場

10 時～ 井田公民館

① 日

時

３月５日（水）10:00～12:00

場 所

ふるさと歴史館

相談員

田中啓一・和田美知代（敬称略）

13 時～ ふれあい会館
相談員 有城安子・田中啓一・久原章作（敬称略）

【B コース】
会場

10 時～

福祉センター

13 時～

大里多目的集会所

相談員 大岡春雄・奥地よしゑ・奥地義郎（敬称略）

② 日

時

場

所

相談員

３月 19 日（水）10:00～12:00
神内福祉センター（平尾井）
梶屋喜一・森倉賢一郎（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
広場・各分校とも３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。

小さなあまり布で、コサージュ（衣服につける花かざり）を作り
ます。えりもとが明るくなり、やさしい雰囲気になるアクセサリー
は普段に使うもので、とてもかんたんで楽しみながら作れます。

みなさんどうぞ気楽にお集まりくださいね
●３月１８日（火）１３時 30 分～１５時 30 分
○場 所：町福祉センター
○定 員：２０名
○参加費：２００円
○講 師：蔵本良子さん・石垣清美さん・小林好美さん（井田）
○持ち物：針・糸・断ちばさみ・細マジック

紀宝町絵手紙サークル こんにち和

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。

日本の伝統衣装をだれ
でも気軽に着せられる
よう応援します。
●３月 ５日（水）
●３月 19 日（水）
13 時 30 分～
15 時 30 分
○場所：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

〔ログキャビンのポーチ〕
簡単パッチワークで、布
のリサイクル
をすすめます。
●３月 19 日・26 日（水）
13 時～15 時
○場所：町福祉センター
○講師：久保和子さん
(井田)
○参加費：500 円
（ファスナー200 円別）

○持ち物：裁縫道具

〔 ナン作り〕

〔お楽しみ・・・〕

手作り簡単おやつで、食
の大切さを
学びます。
●３月 10 日（月）
９時～11 時 30 分
○場所：町福祉センター
○講師：山本多恵子さん
(鵜殿)
○参加費：700 円
○持ち物：エプロン等

団塊世代の男性
を対象に、簡単
料理で食の自立
を応援します
●３月 13 日（木）
10 時～１３時
○場所：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：エプロン等

■受 講 料：無 料
■会

場：福祉センタ―（鵜 殿）

３月６日（木） 認知症を正しく理解する
１０時～１５時
高齢者の心理とは？

地域包括支援センター職員
社協職員
傾聴ボランテイアの基本 開発 道代氏
（内閣府 NP 法人傾聴同好会代表）

３月１３日（木）「傾聴とは相手に寄り添うこと、心で耳を傾けること」
１０時～１５時
植田 寿之氏
３月１４日（金）傾聴ボランテイア「クローバーの会」と交流会
１３時～１５時 修了式

＊申込必要

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
に共感しこころが繋が
ることです。
必要な技法や心構えを
一緒に学びませんか。
＊原則として３日間
受講可能な方
＊ボランティア活動
に参加できる方

