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こちらは、「移動販
売車」です。
どうぞ、お気軽に、
ご利用下さい。

●就労継続支援（Ｂ型）事業所
障がい者（身体・知的・精神）

詳細は、次のペ

の就労の機会を提供して、能力

ージに記載し

の向上の為に必要な訓練等を行

ています！

っています。

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】

【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・布団乾燥
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.sub.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！

労継続支援（Ｂ型）事業所！
紀宝町社会福祉協議会の事業で障害者総合支援
法に位置づけられている「就労継続支援（Ｂ型）
事業所 福祉の店「アプローチ」（ミニスーパー
事業）では、手作りパンをはじめ、野菜果物（地
産地消含む）、一般食品、肉、ハム、惣菜、米、
酒類、鮮魚、菓子、日用品等の販売。毎週金曜日
は「朝市」も行っていますので、初めてご利用の
方も、これを機会に、どうぞ一度ご来店ください。

動販売事業を どうぞ

ご利用下さい！

「こんにちは～ 紀宝町社会福祉協議会 福祉の店「アプローチ」です。ただいま「移動販
売」を行っております・・・・・・・」かわいい声でアナウンスしながら、野菜・果物・干物・
惣菜・焼き立てパン・日用品等を車に積んで売りに回っている「移動販売」事業をご存知でし
ょうか？
紀宝町社会福祉協議会では、平成２５年１０月１５日から「買い物困難地域の方々に少しで
もお役に立ちたい」との思いから、行政の支援も受けながら、移動販売事業を行っています。
【巡回日程】
◆火曜日：成川地区
◆木曜日：井田地区

鮒田地区

◆水曜日：平尾井地区 阪松原地区
◆金曜日：鵜殿地区 浅里地区

大里地区

※また、買い物にお困りの高齢者、障がい者の方々を対象とした「宅配」も行っていますので、
どうぞ、遠慮せずにご一報下さい。
※宅配は、事前に登録が必要です。
詳細は、福祉の店「アプローチ」 紀宝町鵜殿３５９番地１ 電話：３２－０１４３まで。

【当店までの略図：紀宝町鵜殿】
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お互いさん! 登録お願い ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険の加入

「困った時は、お互いさん！」は、ちょっ
とした困りごとが解決できない時、ボランテ
ィア意識を持つ住民（協力者）の支えあい活
動で進められています。この事業は 4 月 1
日から翌年 3 月 31 日までを一年とした登録
制です。
現在、サービスを利用・協力されている方
も、4 月 1 日から再登録が必要となります。
お手数をおかけしますが、年会費 500 円を
納めていただき再登録お願いいたします。
＊現在、登録されている方には 個
別にご案内させていただきます。
お問合せ
☎（３２）－０９５７
担当 稲本

ＧＧ大会

安心して日頃の活動を続けるために、ボラ
ンティア活動保険への加入をお勧めしてい
ます。ボランティア活動中やその行き帰りま
で補償する保険です。相手方への補償も充実
しています。
（加入対象）
紀宝町ボランティア・市民活動センタ
ー登録団体、個人ボランティア等
（年間保険料）
基本タイプ Ａ300 円 Ｂ450 円
天災タイプ Ａ430 円 Ｂ650 円
＊一人につき 200 円社協より
負担させていただきます。
（補償期間）
平成 28 年４月１日〜
平成 29 年３月 31 日
お問合せ
☎（３２）－０９５７
担当 時松

紀宝町内で福祉活動をしている各福祉関係団体が
お互いの連携を強め、さらに福祉への向上を図るこ
とを目的に連絡会が設置されています。
3 月は、会員同士の健康と交流、会員加入促進を
目的にグラウンドゴルフ大会が開催されます。
関心のある方は、社協へお問い合わせください。
紀宝町社会福祉協議会 ☎（３２）０９５７
担当 登立
〔構成団体〕
老人クラブ連合会・母子寡婦福祉会
身体障がい者福祉会・手をつなぐ親の会
民生委員児童委員協議会・遺族会
ボランティア･市民活動センター・学童保育
シルバー人材センター・社協役員

グラウンドゴルフ大会
■日時：３月２３日（水）
９時～１２時
お問合せ
☎（３２）－０９５７
＊雨天時は 24 日（木）
担当 時松

■場所：鵜殿グラウンド
■参加費：５００円／人

2016年3月のカレンダー
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●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。
内
容
日 曜
内
容
17 木 ▲社協つれもてまつり反省会（福祉センター）
▲ボランティア・市民活動センター運営委員会（福祉センター）
●子育て支援音楽療法（福祉センター）
★福祉児童相談（ふるさと歴史館）
●男流ダンボおもちゃ病院（福祉センター）
●南京玉すだれ （福祉センター）
★身体障がい者福祉会 拡大役員会（福祉センター）
▲子育てサロンふれんZOO（神内会館）
18 金 ●配食ほほえみ （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）
★身体障がい者福祉会 役員会（福祉センター）
▲下り場サロン（下り場集落センター）
★町老連、役員会（福祉センター）
●配食ほほえみ（福祉センター）
▲桐原サロン（桐原生活交流センター）
●はっぴーすまいる （鵜殿地区）
19 土 ▲2015被災地支援報告会（福祉センター）
▲鵜殿牡丹サロン （鵜殿ふるさと歴史館）
▲鵜殿さつきサロン（御浜町）
▲成川下地サロン（下地生活改善センター）
★紀の宝みなと市（鵜殿港）
■町芸能発表会（まなびの郷）
20 日
（春分の日）
▲神内サロン（神内会館）
21 月 ●高岡サロン（新宮）
（振替休日）
22 火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）
●寺子屋安子さんの着付け分校（福祉センター）
■生活支援体制整備事業検討協議体会議（熊野）
▲井田上野サロン（上野つどい館）
23 水 ▲心配ごと相談（巡回相談）
★福祉連絡会グラウンドゴルフ大会（鵜殿グラウンド）
▲いなべ市社協（ボラコ）交流（福祉センター）
★身障福祉会グラウンドゴルフ大会 （鵜殿グラウンド）
●寺子屋安子さんの着付け分校（福祉センター）
●寺子屋分校 男流ダンボ料理教室（福祉センター）
24 木 ■町人権講演会（まなびの郷）
▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧職員住宅）
▲井田茶屋地サロン （茶屋地構造改善センター）
■紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野）
25 金 ●配食ほほえみ（福祉センター）
■紀南広域生活支援体制整備事業検討委員会（熊野）
26 土 ●鵜殿配食（まなびの郷）
●配食ほほえみ（福祉センター）
■おはなし会（鵜殿図書館）
■子育て支援講座（鵜殿図書館）
27 日
■わらべうた講座（鵜殿図書館）
28 月 ▲井田地下サロン（地下集会所）
●鵜殿配食（まなびの郷）
▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）
29 火
▲子育て支援ゆりかご（福祉センター）
30 水 ▲理事会・評議員会（福祉センター）
▲高岡サロン（新宮）
●音訳ボランティアメッセ（福祉センター）
▲鮒田サロン（鮒田センター）
31 木 ▲職員退任式（福祉センター）
▲福祉の店「大売り出し」（福祉の店）
★民児協役員会・定例会（福祉センター）
●絵手紙サークル「こんにち和」（福祉センター）
●寺子屋広場（福祉センター）
「2015年被災地支援報告会（仮称）」
●子育て支援タッチケア（福祉センター）
▲すみれサロン（鵜殿ふれあい会館）
日 時： 平成28年3月19日（土）
▲社協災害対策会議（福祉センター）
15時～16時30分
★福祉児童相談（神内福祉センター）

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

場 所： 紀宝町福祉センター（鵜殿）
２階多機能室
講 師： 松山 文紀 様
（震災がつなぐ全国ネットワーク事務局長）

＊ ２０１５年の被災地支援活動を行った報告、
被災地の現在の課題や、防災の視点から、地域
づくりに何ができるか一緒に考えましょう。
申し込み先

福祉の店 情報 営業日 月～土
営業時間 10時～17時30分
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。

申込み締切

紀宝町社会福祉協議会
３２－０９５７（鈴木・寺地）
３月１１日（金）

◆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。

１４日

ゆりかご

講

師：窪田美由喜さん

時

間：１０：００～１１：３０

会

場：紀宝町福祉センター

参加費：３００円
内

容：ストローシュシュ

子育てサロン情報
開催時間１０：００～１１：３０
参加費：大人 100 円・子ども円
『ふれん ZOO①』
場

３日（木）

所：神内会館

内 容：ひな祭りとお別れ会
おやつ：サンドイッチ

１６日

タッチケア

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。

１７日

音楽療法

講

師：福田朝子先生

時

間：１０：３０～１１：３０

場

所：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：歌をうたったり、楽器を使ったり、心

『ふれん ZOO②』

１８日（金）

場 所：鵜殿交流センター
内 容：ひな祭りとお別れ会
おやつ：ちらし寿司

『あらいぶ』

２８日（月）

場 所：井田公民館
内 容：お別れ会
おやつ：お楽しみ

１７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 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。

も身体もリフレッシュできます。リラ
クゼーション効果もあり。

寄付金の報告
あたたかい善意をありがとうございます。

◆心配ごと相談

福祉向上の為に活用させていただきます。

３月は巡回相談で、各地域に出向きます。
日

時：平成 2８年３月２３日（水）

Ａ

班 10 時～12 時 井田公民館
13 時～15 時 鵜殿ふれあい会館

相談員：畦越進・田中啓一・久原章作（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：前地幸久・大岡春雄・山田十司（敬称略）

（故）森 岡 近 子 様 （鵜殿）

◆福祉児童相談
日

時：３月２日（水） 10 時～12 時

場

所：ふるさと歴史館

相談員：榊原富也・田中孝史（敬称略）
日

時：３月１６日（水）

場

所：神内福祉センター

１０時～1２時

相談員： 森倉賢一郎・中平明子（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１日（火）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。

焼いたクッキーの表面に、お砂糖や卵白を着色してデコレ
ーションしたお菓子です。どうぞ気楽にご参加ください。
●３月１６日（水）１０時３０分～１２時３０分
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：森岡あゆみさん （井田）
中谷 亜弥さん （井内）
○定 員：８名
○参加費：３００円
○持ち物：エプロン・三角巾
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。
●３月 ９日（水）
３月２３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

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、1 対 1 の付きそい
を行い集団で買い物に行けま
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。

紀宝町絵手紙サークルこんにち和
宝町絵手紙サークル こんにち和

〔餃子・蛤のお吸い物〕
団塊世代の男性を
対象に食の自立を
応援します
●３月１０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

熊野の森林の素晴らしさを実
感し、豊かな自然を守ろうと今
年も植樹祭を実施します。
気もちのいい汗をかきません
かぜひおでかけください。
●日時：３月６日（日）９時集合
●場所：御船島の横（みふねの
杜看板）を右折して
５ｋｍ
＊昼食は用意させていただ
きます
●問合せ:代表 田尾さん
090-3273-8061

３月買物日
行先：町内スーパー
３・１０・２４ （木） 午前中
行先：町外スーパー
１７（木） 午前中

この社協だよりについて、ご意
見やご感想などがありましたら
お聞かせください。ホームページ
http://kiho-shakyo.sub.jp/

詳しくは
（３２）０９５７稲本まで

登録ヘルパー随時募集中！

又はＦＡＸ（３２）－０９５８

