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ボランティアスクール
教育支援資金・サロン
布団・初級手話・ボラ市民
カレンダー
子育て・相談所開設等
情報伝言板

に出かけよう～

ボランティアスクール～

小学 4 年生～中学生を対象に「ボランティアスクール」
を開催しています。ふくしは特別なことではなく自分たちの
身近にあることを知ってもらう内容になっています。
第 4 回・5 回は 10 月に予定しています。興味のある方は、
ぜひ参加してくださいね。
（詳しくは学校で配られるチラシをご覧ください。
）

社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

【神内事業所】

【本所・鵜殿事業所】

●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/

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）

お問い合わせ一覧

登録ヘルパー随時募集中！

【アプローチ事業所】
●就労継続支援（Ｂ型）事業●
に出かけよう～
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

三重県社会福祉協議会では、一定の所得以下の世帯（生活保護世帯を含む）を対象として、生活福祉資
金貸付事業『教育支援資金』の貸付を行っております。学校教育法に定められた高等学校や大学などへの
進学、通学に必要な経費（入学金や授業料）を無利子で貸し付け、相談、申し込み、返済完了まで継続し
て相談援助する制度です。

※ただし、各種奨学金制度などの他の制度を優先します。

【貸付の種類】（入学時に限り重複可能）
就学支度費

入学前に必要な入学金や教科書代、制服、体操服、鞄、通学用の自転車の購入費、
アパートの敷金礼金など
上限：50 万円（入学時１回のみ）

教育支援費

毎年必要になる授業料、施設整備費、部活動費、通学費など
上限：高等学校 3.5 万円／月

専門学校 6.0 万円／月

短期大学 6.0 万円／月

大学 6.5 万円／月

貸付には条件があります。また返済は卒業後の生活にも影響を与えますので、
相談のうえで申請を検討いたします。
〈お問い合せ先〉

地域福祉係 ☎３２－０９５７ 登立・鈴木

「ふれあい・いきいきサロン」は、住民同士が気軽に
交流が出来る場として、全国社会福祉協議会が提唱し、
紀宝町社会福祉協議会も平成１３年から取り組みが始
まりました。
いきいきサロンは、地域の実情に応じた様々な内容で

【開設１０年】
●大里「いきいきサロン大里」
●鵜殿「いきいきサロン牡丹」
●鵜殿「いきいきサロンささゆり」
●鵜殿「いきいきサロンすみれ」

開催されていますが、多くのボランティア講師や専門家
等の協力と共に、陰で支えるボランティアスタッフの
方々の努力で継続されています。
毎年 紀宝町社会福祉協議会より、地域のつながりづ
くりに寄与されていることへの感謝として開設１０
年・１５年以上のサロンに対しまして、感謝状を贈呈し
ています。
各家庭を回る回覧（オレンジ色）で日程を確かめて、
気軽にお集まりください。

だし、各種奨学金制度などの他の
制度を優先します。

【開設１５年】
●鮒田「いきいきサロンべんけい」
●高岡「いきいきサロン宝田」
●成川 「いきいきサロン中村」

団の丸洗い 利用者を募集します！
（寝具類の衛生管理のための丸洗い）
〔対象者〕 町内在住で概ね６５歳以上の単身世帯、
高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する

〔料

高齢者並びに障がい者であって、心身の障がい及び
疾病等の理由により、寝具類の衛生管理が困難な方。
〔内 容〕●布団上下と毛布、又はコタツ布団上下と

金〕1,000 円

布団返却時に、集配の方にお支払いして下さい。
丸洗いの実施は、10 月を予定しています。
〔期

毛布等 ３枚の内、１枚は必ず毛布にして下さい。

間〕

平成２８年９月１日（木）～９月２６日（月）

＊対象外

（平日

①敷布団２枚と上布団１枚セット

〔定

②上布団３枚のセット ③ムートン等の特殊な素材

員〕５0 名

※定員を上回った場合は、前回ご利用者の
方にはご遠慮いただく場合があります。

※詳しくは、集配の方にお尋ね下さい。
申し込み先／紀宝町社会福祉協議会

8 時 30 分～17 時 15 分まで）

神内事業所

担当：松原・石垣

曜日・時間は、毎回木曜日

級手話教室がはじまるよ
手話はことばです。あなたも教室に参加し、聴覚

☎３２－２０２３

午後７時から８時半です。
日にち ＊全６回シリーズです。

障がい者の方が日常使っている手話を学び、聴覚障

平成２８年１０月６日、１３日、２０日、

がい者の方と交流してみませんか。

１１月１０日、１７日、２４日

＜申し込み先＞

場

所 紀宝町福祉センター（鵜殿）

地域福祉係

講

師 手話サークルすいせんのみなさん

☎３２－０９５７

申し込み〆切 ９月３０日（金）午後５時まで

時松・登立

参加費 無料

募集人数

15 名（小学生以上）

ランティア・市民活動センター登録団体実態把握調査
ボランティア市民活動センターでは、第 2
次紀宝町地域福祉（計画）に基づき、各団体
の状況を把握し、情報を共有することを目的
に登録団体実態把握を実施することになりま
した。
次年度で１０周年を迎える当センターに
は、現在、登録団体９３団体、登録人数が４，
３７４名とたくさんの方が加入しています。

8 月末には各団体の代表者さま宛に、
「団体
登録カード」等一式を送付させていただきま
すので、ご協力いただきますようお願いいた
します。
＜お問合せ先＞
ボラ・市民センター
☎３２－０９５７
時松・鈴木

2016年9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

木 ▲子育てサロンふれんZOO（神内会館）

日

曜

15

木 ●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

★町老人クラブ連合趣味の作品展（まなびの郷）１～２日

★生活支援コーディネーター研修（津市）

2

16

金 ▲地域福祉活動推進委員会＆１’協議体会議（福祉センター）

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
土 ▲成年後見人養成研修（津市）
●はっぴーすまいる（福祉センター）

4

日 ■文化講演会（まなびの郷）
▲成川下地サロン（成川生活改善センター）

5

▲子育てサロンふれんZOO（鵜殿交流センター）
●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
17

土 ▲鵜殿さつきサロン（地域交流センター）

18

日

19

月 （敬老の日）

20

火 ▲成川飯盛サロン（飯盛多目的集会施設）

月 ▲神内サロン（神内会館）

▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

★町老連踊り教室（福祉センター）

★絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町）

★民生委員・児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

6

火

7

水 ★福祉児童相談（福祉センター）

21

水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

★福祉児童相談（井田公民館）
■いっぷく亭（大里多目的集会施設）

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター）
8

木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（駅前旧教員住宅）

22

木 （秋分の日）

●男流ダンボ料理教室（福祉センター）

23

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

★町遺族会役員会（福祉センター）

24

土 ■おはなし会（鵜殿図書館）

★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

25

日

■町地域包括ケア会議（紀宝町役場）

26

月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

■介護者サロン（まなびの郷）
9

▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

金 ▲鵜殿すみれサロン（ふれあい会館）

●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）

▲寺子屋広場（福祉センター）
●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
10

土 ■救急の日講演会（まなびの郷）

11

日

12

月

13

火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）

■管理者会議（福祉センター）
27

火

28

水 ▲心配ごと相談（福祉センター）
▲子育て支援クッキング広場（福祉センター）

29

▲個別支援をささえるボランティアコーディネーター養成研修（津市）

水 ▲社協災害対策会議（福祉センター）
▲井田上野サロン（上野つどい館）
▲寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

もともとの由来は・・・
１９４７年（昭和２２年）に、兵庫県多可郡野間谷村（現
多可町）の村長が、『老人を大切にして、お年寄りの知恵
を借りて村づくりをしよう！』と夏の暑さも落ち着き、農閑
期でもある９月の中頃、９月１５日に敬老会を開いたこと
がきっかけです。この小さな村の運動は、やがて兵庫県
全体へ広がり、『９月１５日を年寄りの日にしよう』という県
民運動にまで発展していきました。そして、１９５１年（昭
和２６年）には、中央社会福祉審議会が、９月１５日を「と
しよりの日」としたのです。

木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）
▲ひきこもり支援研修会（津市）

▲地域福祉担当者・ボランティアセンター連絡会議（御浜）

14

容

★三重県民生委員児童委員協議会在宅福祉研修会（津）

▲権利擁護事業研修会（津市）
3

内

▲紀北町地域シニアリーダー育成研修（紀北町）
30

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

◆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。

こうして、全国に広がった「としよりの日」ですが、「とし
より」という表現はよろしくないという議論が起こりのちに
「老人の日」と改められました。
しかし、発祥の地野間谷村の人たちが、「こどもの日」
や「成人の日」があるのに、「敬老の日」がないのはおか
しい！と国に働きかけ、１９６５年（昭和４０年）ついに国
民の祝日として「敬老の日」が制定されました。紀宝町で
も、９月には、地区毎に、敬老の日のお祝いしています。
「高齢者を敬う日」身近な高齢者の方に敬意を表しましょ
う！

講師

２８日 クッキングひろば

山田

子育てサロン 情報

早苗さん

10 時～11 時 30 分

時 間：１０時～１１時３０分
会 場：紀宝町福祉センター

1 日 ふれん ZOO

参加費：３００円

（木） 場 所： 神内会館
内 容： 秋の製作

内 容：水ようかん

おやつ： キノコご飯

＊要予約 ８組(エプロン・三角巾)

１６日 ふれん ZOO

※申し込みは、町内の方優先とさせていただきます。

（金） 場 所： 鵜殿交流センター
内 容： 秋の製作
おやつ： さつまいものお菓子

講師

２１日 タッチケア

本館
時

間：１０時～１１時

会

場：紀宝町福祉センター

２６日 あらいぶ

千子先生

（月） 場 所： 井田公民館

＊バスタオルを持って来てくださいね

２６

おやつ： 美味しいだんご

参加費：１組 ８００円（町外 1,000 円）
内

内 容： 秋を楽しもう♪

＊参加費は大人も子どもも 100 円です

容：講師指導のもと、オイルを使用してベビー

ただし町外の方は 200 円になります。

マッサージをします。親子のスキンシップが目的！

壊れたおもちゃ等があればお持ち下さい

１５日 おもちゃ病院『ダンボ』
今月の

壊れたおもちゃがあればご持参下さい。
おもちゃを修理するボランティア『ダンボ』の

「音楽療法」 は

活動日です。場合により、入院になることもある

ありません。

かもしれません。事前にお預かりすることも可能です。
＊第３木曜日

１０時～１１時３０分

心 配 ご と 相 談 所

福 祉 児 童 相 談 所
①日

時：平成２８年９月２８日（水）
１０時～１５時
場 所：紀宝町福祉センター
相談員：前地幸久・山田十司・龍神弘重
（敬称略）
＊相談は無料です。
＊相談内容の秘密は厳守しています。

時：平成２８年９月７日（水）

日

１０時～１２時
場

所：紀宝町福祉センター

相談員：鈴木喜代治・田中啓一（敬称略）
②日

時：平成２８年９月２１日（水）
１０時～１２時

場

所：井田公民館

相談員：中山高明・西増初代（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まで
広場・各分校とも９月１日（木）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。

「藍」とは、植物の中に含まれている成分が変化し藍色の
色素を含む染料です。この染料を使いストールを染めます。
是非ご参加してください。
●９月９日（金）９時～１２時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：室谷鉄士さん
純枝さん（鵜殿）
○定 員：２０名
○参加費：８００円
○持ち物：長めのゴム手袋
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。

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

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
●９月１４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

あんかけ焼きそば
団塊世代の男性を対象に食の
自立を応援します
●９月８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

ボランティア市民活動センター
では、ボランティア団体等の登録を
行ったり、情報を提供し活動の広が
りや連携などを支援しています。
団体に属さず個人で社会貢献を
希望される個人の方や、現在グルー
プに加入しているが、「自分の特技
や趣味等を活かした活動もした
い！」という方に、「個人ボランテ
ィア登録」を進めています。ぜひご
登録ください。現在 94 名の方が登
録し活動しています。
～これまでの主な活動内容～
・紀南ひかり園夏祭り
・桜の植樹
・社協つれもてまつり
・地元の中学校で花の苗植え
・こどもゆめまつり…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、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。

＜問合せ先＞
（３２）０９５７
時松・鈴木

＊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！

