
 

    

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

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 サロンの様子 

P２ 社 協 賛 助 会 員 募 集！ 

P３   H27 年度事業報告・決算報告  

P４   H27 年度事業報告 

P５   H27 年度事業報告 

P６ カレンダー・ボラスクール 

P７ 子育て・相談所開設等 

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 



賛助会員募集中！ 

 平素は、毎年「賛助会員登録」を積極的 

に行っていただき、また、社会福祉協議会 

の諸事業推進にご理解、ご支援、ご協力を 

頂き、誠にありがとうございます。 

 さて、本年度も 7月、8月を社協賛助 

会員募集『強化月間』といたしまして、町 

民の皆様にご協力をお願いし、ご案内させ 

ていただいております。 

 誠に申し訳ございませんが、納入の方は、 

いつものとおり、表紙に添付していますの♂ 

 

 

 

  ～～～ 今年も皆様のご理解とご協力をお願いいたします！ ～～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

       

 

7月・8月は強調月間です  

で、納入書にて直接、指定された金融機 

関に納めて頂くか、本会の事務所（鵜殿・ 

神内）各福祉センター内、もしくは、福 

祉の店「アプローチ」まで、お願い申し 

上げます。 

 尚、今年も、就労継続支援Ｂ事業「福 

祉の店 アプローチ」のご利用補助券を 

強調月間中にご登録いただいた方に、1 

人 1枚、お渡しさせていただきますので、 

ご利用下さい。（会員クーポン還元事業） 

◇ 賛助会費・寄付金 2７年度実績 ◇ 

 

 ●賛助会費   ７１５，０００円 

   内訳：個人  ５１８，０００円 

      企業団体  １９７，０００円 

 ●寄付金    ３６７，５３７円 

           （１３件）    

◇ 2７年度 賛助会費の使途 ◇ 

①いきいきサロン（2３ケ所） 

②福祉協力校運営費（７校） 

③社協つれもてまつり 

④ボランティア団体助成金等 

⑤会員クーポン（還元）事業 

（※上記の事業に使用させて頂きました） 

 

 

  皆さまからお預かりいたしました『賛助会費・寄付金』は、使途検討委員会で検討した上、福祉事業で

有効に使わせていただきます。 今年度も、どうぞよろしくお願い致します。 

◎賛助会費とは・・・  

この会費は単に事業費のためではなく「福祉

の仲間」になるという意味を持っています。 

ボランティアや福祉活動に参加したくても

様々な理由で実際に参加することができない、

そんな方も会員になるということで福祉活動

を支え、参加することと同じ意味を持つことに

なります。 

今後も、より多くの方々に賛助会員になって

いただき、様々なご提言をいただいて、地域福

祉を推進してまいりたいと思います。 

 

 

 

【第１０回 社協つれもてまつり もちまき】 

 

 



 
 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■平成２７年度社協決算 ＊収入合計 449,062,357 円 ＊支出合計 445,976,699 円 ＊差引額 3,085,658円 

 

収入の部 支出の部 

科目 当初予算額    
(円) 

決算額 
（円） 

科目 当初予算額
（円） 

決算額 
（円） 

会費収入 
寄付金収入 
経常経費補助金収入 
受託金収入 
貸付事業収入 
事業収入 
負担金収入 
介護保険収入 
就労支援事業収入 
障害福祉サービス等事業 
助成金収入 
受取利息配当金収 
その他の収入 
積立預金取崩収入 
 

800,000 

600,000 

46,221,000 

21,732,000 

30,000 

 2,408,000 

13,080,000 

172,901,000 

78,873,000 

40,341,000 

1,812,000 

150,000 

2,395,,000 

0 

 

715,000 

588,550 

46,598,252 

20,142,251 

0 

2,492,609 

13,080,000 

178,510,349 

80,685,630 

38,640,127 

1,964,000 

34,803 

1,662,083 

63,948,703 

 

人件費支出 
事業費支出 
事務費支出 
就労支援事業支出 
共同募金配分金事業費 
分担金支出 
助成金支出 
積立資産支出 
その他の活動による支出 
予備費支出 

 

201,405,000 

27,310,000 

22,305,000 

108,486,000 

1,682,000 

74,000 

9,671,000 

0 

10,160,000 

250,000 

206,213,907 

24,744,364 

21,302,879 

107,895,367 

1,803,812 

114,500 

9,529,351 

63,948,703 

10,423,816 

0 

収入合計 381,343,000 449,062,357 支出合計 381,343,000 445,976,699 

注）積立基金関係の組替で、収入支出にそれぞれ６３，９４８，７０３円を加算しています。（基金の合計額は変わっていません。） 

 地域福祉事業関係につきましては、町と協働し、今後５ヵ年の新たな「第２次紀宝町地
域福祉活動計画」を策定いたしました。 
この計画の目的は「紀宝町のみんなのふだんのくらしが しあわせになること」です。 
第１次紀宝町地域福祉活動計画の基本理念「みんなが ふだんの くらしを しあわせ

に感じるまちへ」を引き続き踏襲して、「何を」「だれが中心となって」「どのように」「い
つごろまでに」進めていくのかを書いています。もちろん、計画書に書かれていることだ
けを取り組むものではありません。書かれていないことも、どんどん取り入れていく予定
です。 

 

《法人運営係》                            
①理事１３名・監事２名・評議員２７名 
②理事会（４回）・評議員会（３回）の開催 
③職員管理１０７名 （正職２１名･嘱託１４名・臨時７２名） 
④役職員研修会（法人関係：年２９回）、管理職会議（毎月）、 
安全衛生委員会（毎月）、災害対策会議（年６回）、避難訓練等 

⑤寄付金 （１３件・３６７，５３７円） 物品寄付（２件） 
⑥社協賛助会費 （２８２件・７１５，０００円） 
⑦広報紙発行 （社協だより：毎月１回） 

 
 

 

 
地域福祉事業関係につきましては、町と協働し、今後５ヵ年の新たな「第２次紀宝町地域福

祉活動計画」を策定いたしました。 
この計画の目的は「紀宝町のみんなのふだんのくらしが しあわせになること」です。 
第１次紀宝町地域福祉活動計画の基本理念「みんなが ふだんの くらしを しあわせに感

じるまちへ」を引き続き踏襲して、「何を」「だれが中心となって」「どのように」「いつごろま
でに」進めていくのかを書いています。もちろん、計画書に書かれていることだけを取り組む
ものではありません。書かれていないことも、どんどん取り入れていく予定です。 

 
本計画策定に当たりご審議いただきました中部学院大学短期大学部大井准教授をはじめ策

定委員、作業部会員の皆様、地区懇談会やヒアリング、ワークショップに参加していただきま
した皆様には、心からお礼申し上げます。本当に、ありがとうございました。 
町民の皆様には、地域福祉推進に向け、ご支援・ご協力をいただきますようお願い致します。 

 
 
 

《平成２７年度を振り返る》 

 
 
 

就労継続支援（Ｂ型）事業所｢アプローチ｣につきましては、移動販売の充実とオー
プンカフェを週１回から週２回に増やし、営業時間を延長することで増収につなげま
した。「福祉の店」の店頭売上げについては、年々厳しいものがありますが、両方で
何とか維持できるよう、今後も、工夫を重ねて参ります。 
 
 
 
 

介護保険事業につきましても、３年に一度の介護報酬の見直し 
があり、当初は、減収も覚悟しましたが、営業時間の延長や経費の 
節減を行い、何とか経営を維持することができました。 
今後とも、本会の介護保険事業所のご利用をお願いいたします。 

 
 



鵜殿事業所で実施している事業 

★地域福祉事業 

★ボランティア・市民活動セ

ンター事業 

★放課後児童クラブ（町受託） 

  

           【主に社会福祉法に基づく事業】 

 

  

  

 

 

            

 

 

 

 

  スーパーカー事業 延べ回数 99回、延べ利用者数 998名 

 配食サービス事業 登録者 １４４名 延べ配食数 ２，７７０食 

 ふれあいいきいきサロン（町内 23 箇所で実施、４箇所休止中） 

 ・延べ利用回数・・１８７回、延べ参加人数・・４，７８９名 

 ・ボランティアリーダー代表者会議、研修会、交流会の実施 

 第１０回社協つれもてまつり（２月２８日開催）延べ参加人数 1,050名  

 ・テーマ「ふだんのくらしをしあわせに～しあわせ運ぶつれもてまつり」 

 第３回こどもゆめまつり（８月２５日開催）    

延べ参加人数 ２３７名（町内小学生１６２名、他ボランティア等） 

 

 

 

 

 

 

◆災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         放課後児童クラブ事業「きほっこ」（町からの受託事業）   

・利用登録者 ６３名(町内各小学校 平日利用３４名  

長期のみ利用２９名) 開設日数 ２９４日  

延べ参加人数 ７，１３１名(昨年より１，３６７名増)  

ボランティア・市民活動センター事業 

・登録団体 ９３団体 登録延べ人数 ４，３１１名 

・運営委員会 ６回 研修会（ひきこもり支援関連）２回 交流会の実施       

・寺子屋広場（月１回）寺子屋分校（着付け分校、男流料理分校、 

パッチワーク分校等） 

・リサイクルバザーの常設（２階ロビー） 

・ボランティア団体育成「助成金の交付」１７団体 ３０７，７６０円 

・個人ボランティアの登録・啓発・運営  

登録者 ９４名 依頼件数 ６件（町イベント、学校行事等） 

 【災害ボラコ第４期生】 

 

子育て支援事業 

・子育てサロンの実施（町内３箇所で実施）延べ回数 ２７回、延べ利用人数 ５５８名    

・リズムリトミック、タッチケア、音楽療法等 延べ回数 ３４回、延べ利用人数３３９名 

福祉協力校への助成 町内小・中学校７校へ助成（１校５０，０００円） 

 
災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施 

（第４期生）１８名修了（延べ修了者８３名） 

【社協つれもてまつり】 

第 2 次紀宝町地域福祉（活動）計画の策定 

 ・策定委員・作業部会合同会議 3 回、作業部会５回 

 ・地区懇談会、ミニ地区懇談会、各団体へのヒアリング 

 ・社協つれもてまつりにて素案を発表⇒完成しました！ 

 地域支えあいボランティアサービス事業（住民参加型有償サービス） 

・「困った時はお互いさん！」事業の推進（登録利用者 １７６名、協力会員 ７４名） 

 おかずのおすそわけサービス 8地区で実施 延べ利用食数 ３，５９２食 

 買い物支援ツアーサービス  43 回実施 延べ利用人数 ９０名 

便利屋さんサービス     延べ利用回数 １５４件 

【いきいきサロン】 

【ダンボ料理教室】 

 

   【きほっこ】 

 



① 障害福祉サービス事業              （    ２名／月  １４名） 
② 日中一時支援事業 （障がい者デイ） （    ３名／月  １３名） 
③ 特定相談支援事業 （障がい者・児） （  ２１名／月   ５名） 
④ 福祉有償運送事業            （２０６名／月１７８名） 
⑤ 軽度生活支援事業                  （    ０名／月    ０名） 
⑥ 高齢者生きがい活動支援通所事業     (  １７名／月  ６５名） 
⑦ 寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業    （  ４３名／月  ４３名） 

 

 

 
                  【障害者総合支援法】 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         

 
 
  
  
 
 

【 

 

【福祉の店「移動販売」】  

                
 
【主に介護保険法に基づく事業】  （紀宝町神内２７７－２ 神内福祉センター内） 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３月末（利用実人数、延べ人数等の実績） 

 

 

 

 

 

 

 

《介護保険事業》       ３月末（利用実人数、延べ人数等の実績）  
 
◆訪問介護（ホームヘルパー） 
① 訪問介護事業             （ ７８名    月１，２０９名） 
② 予防訪問介護事業         （ ３６名    月２４５名） 

 
◆通所介護（デイサービス） 
③ 通所介護事業             （ ６６名    月６８６名） 
④ 予防通所介護事業         （ １７名    月８１名） 
⑤ 訪問入浴介護事業         （  ２名    月４名） 
⑥ 予防訪問入浴介護事業     （  ０名    月０名） 

 
◆居宅介護支援（ケアマネジャー） 
⑦ 居宅介護支援事業         （２１７名    月２１７名） 
⑧ 居宅介護予防支援事業    （ ３２名    月３２名） 

 

★従たる事業所《就労継続支援 B型事業所 福祉の店アプローチ》     
                              （紀宝町鵜殿３５９－１） 
◎工賃 日額１,１00円、奨励金年２回、特別奨励金年１回 
◎利用者：１１名（男６名、女５名） 
 

①ミニスーパーで商品販売業務 
②たまり場でのコーヒー等のサービスの提供 
③店内外や駐車場の清掃・整理整頓 
④移動販売、宅配販売業務 
⑤新規商品の開発 
⑥事業を通じて社会的自立、一般就労に向けての 
知識・技能等の習得 

⑦一般就労に移行した利用者への就労継続支援 
 

 介護保険について、知りたいこと、解らないこと、どんなことでも結構です

ので、お尋ね下さい。     電話：３３－０１０１  担当：ケアマネジャー 

★主たる事業所《就労継続支援 B型事業所 アプローチ》 
（紀宝町鵜殿１０７４－１ 紀宝町福祉センター内） 

◎工賃 日額千円、奨励金年２回、特別奨励金年１回 
◎利用者：１２名（男３名、女９名）                    

 
①水耕栽培・販売（野菜５種）７，０５８杷             ⑤福祉センター館内清掃（神内・鵜殿：３５１回）  
②コーヒー販売１，１０８杯                      ⑥みかんの袋のばし         ６１，６９４枚 
③オープンカフェ（毎週水・土曜日 Aｍ１０：００～１１：３０、  ⑦空き缶卸               １，２７８キロ 
１３：００～１５：３０（３，３０６人、１０１日営業）           ⑧災害対応自販機売上      ７７，３６４円 

④コーヒーカフェ （毎週月・火・金 Am１０：００～１１：３０、 
１３：００～１５：３０（１，１１２人、１４６日営業）        



　　　2016年7月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 金 ●配食ほほえみ（福祉センター） 16 土 ▲鵜殿さつきサロン（新宮市）

2 土 ●はっぴーすまいる（福祉センター） 17 日 みえ傾聴ボランティア連合会総会・交流会（鈴鹿市）

▲鵜殿牡丹サロン（御浜町） 18 月 海の日

3 日 ★手をつなぐ親の会親睦会：ボーリング大会（新宮市） 19 火 ★民生委員・児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

▲成川下地サロン（成川生活改善センター） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

▲成川飯盛サロン（飯盛多目的集会施設） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

4 月 ▲神内サロン（神内構造改善センター） ▲平尾井サロン（平尾井高齢者生産センター）

▲食にかかわるボランティア研修会（福祉センター） 20 水 ★福祉児童相談（上地多目的集会施設）

■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町） ●寺子屋分校「着付け教室」（福祉センター）

5 火 ■いっぷく亭（大里多目的集会施設）

6 水 ●南京玉すだれ福ふく（福祉センター） 21 木 ●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター） ●子育て支援音楽療法（福祉センター）

★福祉児童相談（桐原生活改善センター） 22 金 ●配食ほほえみ（福祉センター）

●寺子屋分校「着付け教室」（福祉センター） ★三重県主任児童委員研修会（津市）

7 木 ▲ふれんＺＯＯ（神内構造改善センター） 23 土 ●鵜殿配食（まなびの郷）

●サークルほほえみ研修会（福祉センター） ■スペシャルおはなし会（鵜殿図書館）

8 金 ▲鵜殿すみれサロン（ふれあい会館） 24 日

●配食ほほえみ（福祉センター） 25 月 ●子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

9 土 ●鵜殿配食（まなびの郷） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

10 日 ▲井田地下サロン（地下集会所）

11 月 ▲学童保育救急法研修会（福祉センター） ●傾聴ボランティアクローバーの会打ち合わせ（福祉センター）

12 火 ★老人会役員会及び女性委員合同会議（福祉センター） ▲ボランティアスクール①（福祉センター）

▲井田馬場地サロン（井田公民館） 26 火

13 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） 27 水 ●心配ごと相談（巡回相談）

▲寺子屋広場（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）

14 木 ★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ●音訳メッセ（福祉センター）

●寺子屋分校ダンボ料理教室（福祉センター） 28 木 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

▲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）

■介護者サロン（まなびの郷） ▲避難訓練（福祉センター）

▲こどもゆめまつり実行委員会（福祉センター） 29 金 ▲ボランティアスクール②（福祉センター）

15 金 ▲ふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター） 30 土

●配食ほほえみ（福祉センター） 31 日

▲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。

平成２８年度ボランティアスクール 参加者募集！！ 
 紀宝町社会福祉協議会では、福祉やボランティアについての理解や関心を深めてもらうボランティアスクールを
開催しています。今年は町内の小学４年生～中学３年生を対象に、 

『わくわく！ドキドキ！ボラ体験に出かけよう～』というテーマで学習をしていく予定です。
ぜひ参加して下さいね！ ＊詳しくは、学校で配られるチラシをご覧ください。 

７月２５日（月） 
 ごご１時半～４時 

車いす体験などを通
じてふくしについて
考えます。 

７月２９日（金） 

 ☆９時～１１時半 

 ☆ごご１時半～４時 

＊どちらかの参加です。 

高齢者のお家☆窓ふ

き作戦 
１０月８日（土）：予定 

牛乳パックを使って
紙すき体験 

８月９日（火） 

 ９時～１２時半 

昔から伝わる郷土料

理などを教わります。 

 

１０月２９日（土）：予定 

ウォークラリー＆み

にみにサバイバル体

験・ＢＢＱ 

 申し込みについて   ☎ ３２－０９５７ 

①②③は夏休みに入る前までに申し込みをお願いします。 

④⑤は２学期に申し込みの受付をします。 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持ち物：キッチンばさみ 

 講師 

                 福田朝子先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日 時：7 月 6 日（水）10 時～12時 

場 所：桐原改善センター 

相談員：西増初代・森倉賢一郎 

            （敬称略） 

②日 時：７月２０日（水）10 時～12時 

  場 所：上地多目的集会施設 

相談員：田中孝史・中平明子 

            （敬称略） 

＊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。 

                講師 

                本館千子先生 

 時 間： １０時～１１時 

 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

ジです。親子のスキンシップが目的です。 

  

 

 

★ 10 時～11 時 30 分 

★ 参加費：大人も子ども 100 円 

 ７日 ふれん ZOO ① 

  （木） 場 所： 神内会館 

      内 容： 夏祭り 

      おやつ： 屋台がでるよ 

  １５日 ふれん ZOO ② 

  （金） 場 所： 鵜殿交流センター 

      内 容： 夏祭り 

      おやつ： 屋台がでるよ 

2５日 あらいぶ 

  （月） 場 所： 井田公民館 

      内 容： くるくる水族館で遊ぼう 

      おやつ :   バナナシフォンケーキ 

 

 

 

 

 

 

 

                 講師 

                 森岡あゆみさん 

 時 間： １０時～１１時３０分 

 会 場： 紀宝町福祉センター 

 参加費： 500円  ＊要予約制です 

 内 容：  キャラ弁作り   定員６名 

親のリフレッシュのため、託児を行い 

料理やスウィーツを教わる教室です。 

 

                  ボランティア 

                               『ダンボ』 

  

時 間： １０時～１１時３０分 

 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。 

２８日 タッチケア 

１４日 ダンボおもちゃ病院 

２７日 クッキングひろば 

 子育てサロン 情報 

日 時：７月２７日（水） １０時～１５時 

 今月は各地区を巡回します 

A 班 

 １０時～１２時 井田公民館 

 １３時～１５時 ふれあい会館（鵜殿） 

 相談員：有城安子・山田十司・奥地よしゑ 

                (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：保田啓一・田中啓一・龍神弘重 

               （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 

 

21 日 音楽療法  

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。 

 



 
広場・各分校とも７月１日（金）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。 

 

 

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 

 

［天ざる］ 
団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します 

 

●７月１４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 

 

 

 紀宝町福祉センターの 2 階ロビ

ーで、リサイクルコーナーと手づ

くりコーナーが繁盛しています。 

 家に眠っている活用していない

品物を整理して、必要とする方に

買ってもらうしくみになっていま

す。 

 提供される方も利用される方も

ぜひご利用ください。 

 品物の提供者には、町ボランテ

ィア基金に寄付してもらい有効に 

活用させていただいています。 

 

  

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 

●７月 ６日（水） 

   ２０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。 

 

 

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 

豆乳とゼラチンを混ぜ合わせるだけで、プリンのような美

味しい、濃厚なお豆腐が出来上がります。 

是非、ご参加してください。 

●７月１３日（水）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：瀬古三千代さん （鵜殿） 

植 由美子さん （鵜殿） 
○定 員：１５名  

○参加費：３００円 

○持ち物：エプロン・三角巾 

 


