
 

    

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

 

●開会式 

●メインイベント  
爆笑！大爆笑！  

Mr.チョップリン 

～風船パフォーマーがやってくる！～ 

●ものづくりコーナー 
４つのコーナーから、ひとり２つ 

まで参加できます。 

●昼食 
     

 

 

（たこ焼き・ホットドック・かき氷・綿菓子・ポテト） 

●閉会式 

 

       

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

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 ２０１６こどもゆめまつり 

P２ 地域福祉活動計画 推進 

P３   民児協・町老連・賛助会費 

P４ カレンダー 

P５ 子育て・相談所開設等 

P６ 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 



第２次紀宝町地域福祉

（活動）計画がスタートし

ました。 

紀宝町民が持つポテン

シャルを引き出し、ふくし

が感じられるまちになる

ための計画に、微力ではあ

りますが、会長を支え尽力

します。 

第２次紀宝町地域福祉

（活動）計画ができまし

た。地域の皆様、関係機

関、団体の皆様とともに

「今、なにができるか」

を話し合い、共に行動し

ていきたいと思っており

ます。 

具体的な活動について

積極的に関わり、この計

画が軌道に乗るよう協力

していきたいと思いま

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 選出区分 推進チーム 

久原 章作 ボラ・市民（＊） 地区懇談会 

濵口 啓 民児協  （＊） ふくし委員 

松場 宏 手をつなぐ親の会 ふくし委員 

樫山 惠美 民児協 ひきこもり 

曽越 勲 民児協 地区懇談会 

有城 安子 ボラ・市民 ふくし委員 

須川 恭行 ボラ・市民 ふくし委員 

地案 光徳 老人クラブ連合会 地区懇談会 

小阪 利代 身体障がい者福祉会 地区懇談会 

岡本 德惠 母子寡婦福祉会 地区懇談会 

森 新一 住民代表 地区懇談会 

福本 寿奈緒 住民代表 地区懇談会 

裏木 國弘 シルバー人材センター 地区懇談会 

榊原 栄佐 役場福祉課 ふくし委員 

岡本 こずえ 地域包括支援センター ひきこもり 

堀切 貴子 社協：神内事業所 ふくし委員 

ひきこもり 

中野 大 社協：アプローチ事業所 ひきこもり 

大井 智香子 中部学院大学短期大学部 

社会福祉学科 准教授  

 

山口 訓広 三重県社協  

このたび出来上がりました第２次紀宝町地域福祉

（活動）計画が、きちんと実施されているか、またど

のように進めていったらよいかを検討する推進委員会

が設置されました。※〔委員紹介〕参照 

今年度は、次の３つの推進チームに分け、計画を実

行していきます。 

地区懇談会推進チーム 

各地区でご意見をいただく場として、また気軽に 

集える場づくりのきっかけのために活動します。 

７月２１日（木）成川地区 

８月 ３日（水）鵜殿地区 

ふくし委員推進チーム 

紀宝町の福祉をよりよいものにしていくため、ふ 

くし委員の創設について検討していきます。 

ひきこもり支援チーム 

この地域の実情を把握し、本人や家族がどのよう 

な支援が必要なのかを検討していきます。 

 

 

 

 

〔委員紹介〕 

久原委員長 

濵口副委員長 

松場副委員長 

久原委員長 

＊ボラ・市民⇒ボランティア・市民活動センター 

＊民児協  ⇒民生委員・児童委員協議会 



 

 

     

 

    生委員・児童委員協議会が福祉講演会を開催します！ 

            

 日 時：平成２８年８月９日（火）13:30～ 

 場 所：紀宝町福祉センター 

       ２階 多機能室 

 内 容：「RAMO」親子ユニットの講演と音楽 

      

 

 

                        

   人クラブ連合会「趣味の作品展」への出展と作品展のお知らせ 

 

 

 

日 時：平成２８年９月１日（木）９時～17時 

    平成２８年９月２日（金）９時～1４時 

 場 所：生涯学習センターまなびの郷（鵜殿）1階 ロビー 

        絵画・彫刻・書・手工芸・写真 など 

趣味の作品展は、日頃の趣味活動の成果を発揮して、文化活動の活性化と生きがいづくり等 

を推進することを目的として、年に 1度開催しています。地域のかくれた芸術家の皆さんの 

作品です。この機会にぜひゆっくりご覧ください。多くのご来場をお待ちしています。 

 

  

    協賛助会員募集！・・・７月～８月は強調月間です・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ＲＡＭＯさんの紹介 

  自閉症の息子 2 人をもつ父親（大徳）とその長男

（楽守）の親子ユニット。 

 障がいをハンデではなく特性としてとらえ、ちがい

を笑い合えるような社会を実現したい。知ろうとする

より、感じてほしい！手を差し伸べる事より、寄り添

ってほしい！という思いで音楽活動を続けています。

お気軽に聴きに来てください。 

（申し込み・問い合わせ）☎３２－０９５７（鈴木・登立） 

休憩コーナーあります！ 

 社会福祉協議会の「賛助会員」とは、社会福祉に関心を有し、本会の趣旨に 

賛同して入会をしていただいた方をもって構成しています。 

（１口：千円で何口でも可能です。）また、強調月間中に入会していただいた方 

には、福祉の店「アプローチ」の「利用補助券」を１人１枚（２５０円相当分） 

進呈させていただいておりますので、強調月間の入会をお勧めします。 

 受付は、「紀宝町福祉センター」「神内福祉センター」「福祉の店」で行っています。 

今後とも、本会の活動に、ご理解ご協力をお願いいたします。 

              尚、今年も、賛助会員向けのイベントとして、会員の親睦を図る 

ために「グラウンドゴルフ大会」を計画していますので、合わせてご案内

申し上げます。グラウンドゴルフ大会の日程等については、後日、会員様

にお知らせいたします。  どうぞ、お楽しみに！ 



　　　2016年8月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 月 ▲子育て支援リズムリトミック（福祉センター） 16 火 ▲職員健康診断（神内福祉センター）

2 火 ★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） 17 水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

▲社会福祉法人役員及び幹部職員研修会（津） ★福祉児童相談（大里多目的集会施設）

▲大里サロン（大里多目的集会施設） 18 木 ▲こどもゆめまつり実行委員会（福祉センター）

3 水 ▲鵜殿地区懇談会（紀宝町福祉センター） ■介護者サロン（まなびの郷）

★福祉児童相談（北檜杖多目的集会施設） 19 金 ▲寺子屋広場（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） 20 土

●玉すだれ福ふく（福祉センター) 21 日

▲地域福祉活動計画推進チーム（ひきこもり支援）会議（福祉センター） 22 月

4 木 ▲ふれんＺＯＯ合同流しソーメン（福祉センター） 23 火 　

■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町） 24 水 ▲第4回こどもゆめまつり（福祉センター）

5 金 ●サークルほほえみ友愛訪問（町内） ★共同募金運営委員会（福祉センター）

▲きほっこ流しソーメン体験（福祉センター） 25 木

★安全運転管理者講習会（御浜町） 26 金 ▲改正社会福祉法制度改革対応セミナー（津）

■天文学講座＆天体観望会（鵜殿図書館） 27 土 ●鵜殿配食友愛訪問（福祉センター）

6 土 ●はっぴーすまいる（福祉センター） ■おはなし会（鵜殿図書館）

▲成年後見人養成研修（津市） 28 日

7 日 ▲下地サロン（成川生活改善センター） 29 月 ●傾聴ボランティア「クロ‐バーの会』打ち合わせ（福祉センター）

8 月 ▲ボランティアスクール（福祉センター） ▲地下サロン（地下集会所）

9 火 ★民児協講演会『音楽ユニットＲＡＭＯ』（福祉センター） 30 火 ■紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

10 水 ▲きほっこ円満地遠足（那智勝浦町）

11 木 山の日 31 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

12 金 ▲子育て支援やってみよう広場（福祉センター）

13 土 ●音訳ボランティアメッセ（福祉センター）

14 日

15 月

　　

① 中村：元JA（農協跡地）１３:３０～１３：５５ ① 井田：井田公民館１３:００～１３：１０

② 中村：元成地商店様前１４:００～１４：２５ ② 井田:茶屋地１３：１５～１３：３５

③ 上地：原田様宅前１４：３０～１４：５５ ③ 井田：地下集会所１３：４０～１４：００

④ 鮒田：鮒田構造改善センター１５：１５～１５：３０ ④ 井田：地下、岩口様宅駐車場１４：０５～１４：２５

⑤ 上地：成川保育所東１５：３５～１５：４５ ⑤ 井田：井田石油様上部周辺１４：３０～１４：５０

⑥ 上地：成川保育所１５：４５～１６：００ ⑥ 井田：上野子供公園１４：５５～１５：１５

⑦ 井田：はせで団地１５：２０～１５：４０

① 阪松原生活改善センター１３:４０～１４：００

② 阪松原:中西様宅近く１４：１０～１４：３０ ① 鵜殿上野貯水池前１３：１５～１３：３５

③ 平尾井高齢者生産センター１４:４０～１５：００ ② 北桧杖：宝寿園（第２，４）１４：００～１４：２５

④ 平尾井：山口様宅近く１５：１０～１５：２０ ③ 北桧杖：みふねの杜（第１，３）１４:３５～１５：００

⑤ 大里：大里:多目的集会施設１５:３０～１５：５０

⑥ 大里:郵便局奥１５：５５～１６：１０ ③ 鵜殿:玉置マンション様駐車場１１：２５～１１：４０

④ 鵜殿：元宇井商店様駐車場１３：１５～１３：３５

① 鵜殿:ふるさと歴史館１０：３５～１０：５５ ⑤ 鵜殿：梶屋様宅駐車場１３：４０～１４：００

② 鵜殿：なかよし広場１１：００～１１：２０ ⑥ 鵜殿：赤堀様宅近く１４：０５～１４：２０

▲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。

『福祉の店アプローチ』では、買い物に困っている住民さんのニーズを

お聞きし、町内各所で移動販売を行っています！ 

詳しくはお問い合わせを！０８０－２４４９－２９７９ 
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 日 時：８月４日（木） 

 時 間：10：00～11：30 

 会 場：紀宝町福祉センター 

 参加費：大人も子どもも 100 円 

     ＊町外の方は、大人も子どもも 200 円 

     ＊託児付ではありません 

 内 容：流しそうめん   

水遊びもします♪会場は屋外です。暑さ対策も忘れずに！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

講 師：本館 千子先生 

時 間：10:00～11:30        

場 所：紀宝町福祉センター    

参加費：1 組 ５００円 

内 容：レジン 

（要予約８名まで）  

＊託児有ります♪ 

①日 時：８月３日（水）10 時～12 時 

場 所：北桧杖多目的集会施設 

 相談員：榊原富也、瀧之上勝（敬称略） 

②日 時：８月１７日（水）10 時～12 時 

 場 所：大里多目的集会施設 

 相談員：濵口啓、樫山惠美（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：小阪 具子先生 

時 間：10:３0～11:30 

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！ 

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。 

＊バスタオルを持って来て下さい。 

日 時：８月３１日（水） 10 時～15 時 

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

相談員：畦越 進、久原章作、榊原富也 

                (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。 

8 月はお休みです！ 

・おもちゃの病院（ダンボ） 

・地域での子育てサロンあらいぶ 

１日リズムリトミック 

１７日タッチケア 

会場の都合上、日程変更となりました。 

３１日やってみようひろば 



 
広場・各分校とも８月１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） 

 ユニカールは年齢や性別・体力を 

問わない軽スポーツです。友達や家

族・職場の仲間や１人での参加も 

大丈夫です。是非参加を！ 

◇９月 11日（日） 

９時３０分～１５時  

●会 場：鵜殿体育館 

●参加費：大人１人５００円 

     小中学生１人２００円 

●申込締切：９月 5日（月） 

●問合せ先：紀南レク協会 

  0597-85-3552（山城） 

  090‐2185‐1038（和田）

「 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

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 

 

  

紀宝町絵手紙サークルこんにち和 

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 

みなさんニュースポーツって知っていますか? 

ルールは簡単！！  

子どもからお年寄りの方まで、気軽に楽しむことができます。 

ニュースポーツに挑戦し、気持ちよく体を動かしましょう。 

子どもさんの参加もお待ちしています。 

 

●８月１９日（金）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 多機能室 

○講 師：紀南レク協会のみなさん 
○定 員：なし  

○参加費：１００円 

○持ち物:：タオル・お茶・上履き 

 

町内の子どもたちを対象にした「こ

どもゆめまつり」を今年も開催しま

す。昨年も地域の方のおかげで大成

功でした。 

 「ものづくりコーナー」「昔あそび

コーナー」「昼食コーナー」等に協力

してくれるボランティアの方を募集 

しています。協力いただける方は、 

８月１０日（水）までに連絡くださ

い。連絡先 （３２）‐０９５７ 

町内の郵便局や役場に古切

手を入れる収集箱を設置し、協

力をお願いしています。 

古切手は切手愛好家が購入

したり、取扱い先で換金されま

す。そのお金は発展途上国に医

師や看護師を派遣する医療協

力に役立ちます。 

 

 

プルトップは専門の業者が

回収し車いすに交換し、たくさ

んの施設で活用されています。 

 

今後もご協力お願いします 

 


