P1 地域福祉活動計画
P2 総会報告
P3 地域福祉活動計画
P４ カレンダー
P５ 子育て・相談所開設
P６ 情報伝言板

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・訪問入浴

●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/

●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

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）

登録ヘルパー随時募集中！

ボランティア・市民活動センター総会の報告
5 月 1２日（木）19 時から紀宝町福祉セン
ターで総会が行なわれました。加入している団
体や個人ボランティア等、１０７名の方が出席
しました。
今年で９回目を迎える平成２８年度総会 1 部
では、司会の須川恭行さん、議長の川内治さん
の進行で、
「平成２７年度事業報告」
、
「平成
２８年度事業計画（案）
」を
協議し承認されました。
２８年３月現在加入団体
92 団体、登録者数４，３

重点項目を、
１、
「個人ボランティア登録の啓発と運営」
２、
「ボランティアの意識調査と登録団体の実
態把握」
としセンターの活性化をはかります。
2 部では、第２次福祉（活動）計画の発表が
ありました。１０の重点項目をボランティア市
民活動センター運営委員が発表し、5 年計画の
内容や今後の取組など
知っていただく場とな
りました。

１１名となっています。
１部の様子
２部の様子

福祉連絡会総会の報告
５月１７日(火)、紀宝町福祉センターで平成２８年
度紀宝町福祉連絡会総会が行われました。各福祉団
体の代議員出席のもと事業報告や新年度計画が承認
されました。福祉連絡会は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
らなる福祉の向上を目的として設置されています。
今年度は役員改選があり、会長にはボランティア・
市民活動センター所属の神園敏昭さんが再任されま
した。役員は次のとおりです。

新役員 後列左から
前列左から

山口さん、小阪さん、竹鼻さん
畑中さん、神園さん、石垣さん

会 長：神園 敏昭 （ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･市民活動ｾﾝﾀｰ）
副会長：畑中 淳子 （母子寡婦福祉会）
監 事：山口 博

（手をつなぐ親の会）

監 事：竹鼻 佳珠生（民生委員･児童委員協議会）
役 員：小阪 利代 （身体障がい者福祉会）
役 員：石垣 安規 （老人クラブ連合会）
任期は平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日
（敬称略、カッコ内は所属）

今年度も研修会や健康・生きがいづくり事業（グ
ラウンドゴルフ大会）を予定しています。

昨年度のグラウンドゴルフ大会の様子

みんなが ふだんの くらしを しあわせに 感じるまちへ

◆◆ 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 ◆◆
くらしやすい地域づくりのためには、『住民

◆◆ 「ふくし」意識の向上 ◆◆
身近な地域において、子供から高齢者まで、

みんなが主役』となることが大切です。みんな
がそれぞれもっている知恵と力は主役級。それ

また、障がいのあるなしに関わらず、誰もがお
互いを認めあい、ふだんのくらしをしあわせに

を持ち寄ってお互いを支えあうことができた

＝ふくしの意識を向上させる

ら紀宝町は今よりもっとくらしやすいまちに
なります。

ことが大切です。

◆◆

多様な参加

（多様な人たち・多様なカタチの参加）◆◆
地域福祉活動の魅力は、「いろいろなひとた
ち」みんなが「それぞれいろいろな方法」で参
加できることです。はじめは少し戸惑うことも
あるかもしれませんが、その可能性は∞（無限
大）
。あなたはどんな参加をしますか？

「ゆめかめ」は、第２次紀宝町地域福祉計画を
象徴するものです。みんなの思いをのせて、
ゆうゆうと泳いでいます（山本真嗣さん作・ゆめ
まつりに参加者全員の思いがつまっています）。

◆◆ 学び合い、工夫し、創る ◆◆
地域福祉のカタチは、地域特性に応じてさま
ざまに変化します。自分の暮らす地域社会にぴ
ったりの活動方法は、工夫し創っていくしかあ
りません。お互いがお手本です。
常に学び合う気持ちを
大切にしましょう。

◆◆

困難を避けない、あきらめない

◆◆

地域社会には、生活困窮、認知症、要介護状
態、虐待のほかさまざまな困難に直面している
人たちがいます。これらの現実はつらいもので
あり「見えないふり」や「なかったこと」にし
たくなるかもしれません。しかし、その困りご
とは、明日の自分につながるものかもしれない
のです。地域社会で起きている問題と向き合
い、逃げることなく解決しようと努力すること
でしか地域社会はかわりません。異なる考えの
人と意見がぶつかることがあっても、いっしょ
に乗り越えることこそが地域福祉活動なので
す。

2016年 6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

水 ■生活支援体制整備体制事業検討委員会（御浜）

日

曜

内

容

15

水 ■いっぷく亭（鵜殿交流センター）

●南京玉すだれ （福祉センター）

▲子育て支援 タッチケア （福祉センター）

★福祉児童相談 （鮒田構造改善センター）

▲災害対策会議 （福祉センター）

2

木 ●子育てサロン ふれんZOO （神内会館）

3

金 ●配食サークルほほえみ （福祉センター）
●ボラコ会研修会（名古屋）

★福祉児童相談 （平尾井高齢者生産活動センター）

16

木 ●ダンボおもちゃの病院 （福祉センター）

17

金 ●配食サークルほほえみ （福祉センター）

4

土 ▲鵜殿ぼたんサロン （那智勝浦町）

5

日 ▲成川下地サロン （下地生活改善センター）

▲鵜殿さつきサロン （新宮市）

6

月 ▲神内サロン （神内会館）

■紀の宝 みなと市 （鵜殿港）

●はっぴーすまいる （鵜殿地区）

7

●子育てサロンふれんZOO （鵜殿交流センター）
18

土 ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

▲リズムリトミック（福祉センター）

19

日

★町老連踊り教室 （福祉センター）

20

月 ▲地域福祉（活動）計画推進チーム（福祉センター）

火 ▲大里サロン （大里多目的集会施設）
■生活支援整備事業話し合い（福祉センター）

8

★町老連踊り教室（福祉センター）
21

火 ★民児協役員会・定例会 （福祉センター）

水 ●寺子屋安子さんの着付け分校 （福祉センター）
▲井田上野サロン（上野つどい館）

●絵手紙サークルこんにち和 （福祉センター）
22

水 ▲子育て支援 やってみようひろば（福祉センター）

▲井田地下サロン（上野つどい館）
9

▲心配ごと相談 （福祉センター）

木 ●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）

●寺子屋安子さんの着付け分校 （福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

23

木 ▲井田茶屋地サロン （茶屋地構造改善センター）

●寺子屋 ダンボ料理分校 （福祉センター）

24

金 ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）
●配食サークルほほえみ （福祉センター）

■介護者サロン（まなびの郷）

▲鵜殿たんぽぽサロン（那智勝浦町）

25

土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）

10

金 ●配食サークルほほえみ （福祉センター）

11

土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）

12

日

●傾聴ボラ打合せ （福祉センター）

13

月 ●寺子屋広場 （福祉センター）

●子育てサロン あらいぶ

14

火 ▲井田馬場地サロン （井田公民館）

▲鵜殿すみれサロン（那智勝浦町）

■おはなし会（鵜殿図書館）

26

日

27

月 ▲高岡サロン （高岡防災センター）
（井田公民館）

28

火

29

水 ●音訳ボラメッセ （福祉センター）

30

木

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 移動販売追加しました。
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）

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。

６日

講師

リズムリトミック

小阪 具子先生

時 間： 10:３0～11:30

★ 10 時～11 時 30 分

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そう！

1５日

タッチケア

子育てサロン 情報

★ 参加費：大人も子ども 100 円
２日 ふれん ZOO ①
（木） 場 所： 神内会館

講師

内 容： パステルアートあそび

本館 千子先生

おやつ： お好み焼き

時 間： 10;00～11:00

１７日 ふれん ZOO ②

会 場： 紀宝町福祉センター

（金） 場 所： 鵜殿交流センター

参加費： 町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円

内 容： パステルアートあそび

内 容： オリーブオイルを使ったベビーマッサー

おやつ： 焼きそばパン

ジです。親子のスキンシップが目的です。

2７日 あらいぶ
（月） 場 所： 井田公民館

＊バスタオルを持って来て下さい。

内 容： 梅雨を楽しもう！

2２日

講師

やってみようひろば

おやつ:

おたのしみに♪

窪田 美由喜さん

時 間： 10:00～11:30

１６日

ダンボおもちゃ病院

場 所： 紀宝町福祉センター
参加費： 1 組 ５００円

講師：ボランティア『ダンボ』

内 容： バネポーチ

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。

（要予約８名まで）

場合により入院になるかもしれません。

＊託児有ります!

事前にお預かりすることも可能です。

①日時：６月１日（水）10 時～12 時
日
場

時：６月２２日（水）

10 時～15 時

所：紀宝町福祉センター（鵜殿）

相談員：前地幸久・大岡春雄・田中啓一
(敬称略)

場所：鮒田構造改善センター
相談員：梶屋喜一・屋敷博未（敬称略）
②日時：６月１５日（水）10 時～12 時
場所：平尾井高齢者生産活動センター
相談員：中山高明・田中啓一（敬称略）

＊相談は無料です。
＊相談内容については、秘密を厳守します。

＊民生委員・児童委員協議会の事業です。
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、活用して下さい。

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
広場・各分校とも６月１日（水）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。

さくら餅・・・。蒸すなど手間がかかるイメージがありません
か？今回は炊飯器を使い簡単な作り方を教えていただきます
（^-^)是非ご参加ください。
●６月１３日（月）１０時～１２時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：蔵本一十三さん （井田）
○定 員：１５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
●６月 ８日（水）
２２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

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

［あじのカリッとソテー
トマトソースがけ］
団塊世代の男性を対象に食の
自立を応援します
●６月９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

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。
＊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

登録ヘルパー随時募集中！

財団法人三重ボランティア基
金では、地域社会において住民の
ボランティア活動への参加を通
し「福祉のまちづくり」を推進す
るため、ボランティア活動を行う
団体への助成事業を行っていま
す。
助成事業の財源となる基金の
造成を図るため、毎年６月１日か
ら３０日までの１か月間を「三重
ボランティア基金強調月間」と定
め、県内各地で募金活動を実施し
ています。
紀宝町では、紀宝町福祉センタ
ーと神内福祉センター及び福祉
の店「アプローチ」に６月３０日
まで募金箱を設置しております
ので、ご協力よろしくお願いいた
します。お寄せいただいた寄付金
はボランティア育成と助成等に
役立てられます。

