
 
◇ふれあい･いきいきサロン  ◇困った時は、お互いさん！ 

◇子育てサロン 

    

    

    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

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 

 【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 

P１ 赤い羽根共同募金 

P２ 赤い羽根共同募金 

P３   こどもゆめまつり報告 

P４ カレンダー 

P５ 子育て・相談所開設等 

P６ 情報伝言板 

運動期間 １０月１日～１２月３１日 

紀宝町で集められた募金は、 

紀宝町の福祉活動に活用されています。 



今年も赤い羽根共同募金運動が始まりました。 

今年で７０回目を迎える赤い羽根共同募金運動は、

「じぶんの町を良くするしくみ」として、誰もが住み慣

れた町で安心して暮らせるよう、身近な地域のさまざま

な福祉活動を支えるための募金運動です。事前に配分計

画を立てて目標額が決められます。これを「計画募金」

といい、社会福祉法で定められているものです。 

 

 

 

 

 

 

強制ではなく、あくまでも任意の募金です。趣旨をご

理解いただき、皆さまのご協力をお願いいたします。 

今年の紀宝町の目標額は 

1,878,300 円です 

赤い羽根共同募金のシンボルキャラクター 

「愛
あい

ちゃん」と「希望
き ぼ う

くん」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成２７年度の募金総額は 1,804,800 円】 

配分総額は 1,473,731 円 

（２７年度の募金は２８年度の活動に使われます。） 

１．いきいきサロン  ：２６１，７３１円 

２．子育て支援     ：９６，０００円 

３．社協だより印刷費 ：２００，０００円 

４．配食サービス   ：４１６，０００円 

５．地域福祉活動   ：３００，０００円 

６．共同募金活動推進費：２００，０００円 

＊募金総額の約２割は三重県共同募金会に納められ、 

災害等準備金などに充てられます。 

昭和 22(1947)年 第 1回目のポスター 

当初は戦後復興の一助として、資金支援

する活動としての機能を果たしました。 

家ではできないイベントや工作などを

していただけるので楽しみです。 

（子育てサロン参加者３０代女性） 

手づくりのおいしい弁当を届けてくれ

るのでありがたいです。毎月２回楽し

みに待っています。 

（配食サービス利用者８０代女性） 

この時期には共同募金に協力していま

す。みんなで支え合っていく気持ちが

大事だと思います。 

（共同募金運動推進協力者６０代男性） 



 

   ２２００１１６６年年夏夏  第第４４回回  ここどどももゆゆままつつりり  をを開開催催ししままししたた。。  

  町町内内小小学学生生（（１１年年生生～～６６年年生生））  ２２１１００名名がが参参加加ししままししたた。。  

地地域域ののボボラランンテティィアアささんんとと交交流流ししななががらら、、楽楽ししいい夏夏ののひひとと時時をを満満喫喫ししままししたた。。  

     

   
    Mr.チョップリン 

    風船人間＆ 

    マジックショー 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           最後には、ボランティアの皆さんに 

     「今日１日ありがとうございました」 

      と大きな声でお礼を言って終わりました。 

     

 

 

 

  みんなでジャンケン 

大会！ 

  豪華賞品をゲット！ 

 

１１:４５～ ものづくりブース ①べっこうあめ ②スライム ③空気砲④シュシュ 

１２:００～ 昔遊び ①こままわし②輪投げ③お手玉 

      ④玉すだれ ＊射的 

１２:００～ 食のコーナー ①たこ焼き②かき氷 ③綿菓子

④フライドポテト⑤ホットドック 

べっこうあめ 

玉すだれ 

空気砲 

 射 的 

食のブース 



　　　2016年10月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 土 ▲牡丹サロン（鵜殿ふるさと資料館） 14 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

●はっぴーすまいる（福祉センター） ★町老連役員及び女性委員合同会議（福祉センター）

▲成年後見人養成研修（津市） 15 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿交流センター）

■絵本作家山本真嗣さん原画展（まなびの郷）～８日まで 16 日

2 日 ▲成川下地サロン（成川生活改善センター） 17 月 ★民生委員児童委員協議会定例会（福祉センター）

★手をつなぐ親の会療育キャンプ（津市） 　玉城町民生委員児童委員協議会来所

3 月 ▲子育て支援　リズムリトミック（福祉センター） 18 火 ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

4 火 ▲平尾井サロン（平尾井高齢者生産活動センター） 19 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

▲大里サロン（大里多目的集会施設） ■カフェいっぷく亭（鵜殿交流センター）

5 水 ●南京玉すだれふく福（福祉センター） ★福祉児童相談（神内福祉センター）

★福祉児童相談（ふるさと歴史館） 20 木 ▲初級手話教室（福祉センター）

★県老連文化展（津市）～１２日まで ▲寺子屋広場（福祉センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター） ●おもちゃの病院　ダンボ（福祉センター）

6 木 ★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ★老人クラブグラウンドゴルフ大会（深田グラウンド）

▲子育てサロンふれんZoo（神内構造改善センター） 21 金 ★三重県社会福祉大会（津市）

▲初級手話教室（福祉センター） ▲子育てサロンふれんZOO（神内構造改善センター）

7 金 ★町老連GG運営委員会（福祉センター） ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター） ■認知症予防講演会（福祉センター）

8 土 ▲第４回ボランティアスクール（福祉センター） 22 土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷） ■おはなし会（鵜殿図書館）

■絵本作家山本真嗣さんワークショップ（まなびの郷） 23 日 ■みなとフェスティバル

9 日 24 月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

10 月 （体育の日） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

11 火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

★福祉連絡会役員会（福祉センター） 25 火

12 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） 26 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター） ▲子育てやってみよう広場（福祉センター）

■児童書作家杉山亮さん「ものがたりライブ」（鵜殿図書館） ●音訳メッセ（福祉センター）

13 木 ▲初級手話教室（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）

●ダンボ料理教室（福祉センター） 27 木 ★個人支援ボラコ養成講座（津市）

■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町） ▲井田茶屋地サロン（那智勝浦町）

▲職員研修（神内福祉センター） 28 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

★町遺族会戦没者慰霊祭（福祉センター） ■生活支援体制整備事業協議体研修会（御浜町）

★町老連役員及び女性委員合同会議（福祉センター） 29 土 ▲ボランティアスクール（福祉センター）

▲鵜殿たんぽぽサロン（まなびの郷） 30 日

■介護者サロン（まなびの郷） 31 月 ●傾聴ボランティア打ち合わせ（福祉センター）

　　

▲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。

◆◆　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。　◆◆



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 日 時：１０月 ５日（水）10 時～12 時 

場 所：ふるさと歴史館（鵜殿） 

   相談員：屋敷博未・和田美知代（敬称略） 

② 日 時：１０月１９日（水）10 時～1２時 

  場 所：神内福祉センター 

  相談員：有城正剛・聖谷眞美（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 

内 容：リズムにのって身体を動かそう！ 

  

講 師：室谷 鉄士さん      

時 間：10：00～1１：３0    

場 所：紀宝町福祉センター（要予約８名まで） 

参加費：1 組  500 円 

内 容：こけ玉作り 

＊託児付です。 

 

★ 10：00～11：30 

★ 参加費：大人も子ども 100 円 

  ６日 ふれん ZOO ① 

  （木） 場 所： 神内会館 

      内 容： 運動会 

      おやつ： 野菜うどん 

  ２１日 ふれん ZOO ② 

  （金） 場 所： 鵜殿交流センター 

      内 容： 運動会 

      おやつ： 野菜うどん 

2４日 あらいぶ 

  （月） 場 所： 井田公民館 

      内 容： お弁当づくり（製作） 

      おやつ：  クッキー 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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。 

３日 リズムリトミック 

2６日 やってみようひろば 
２０日 ダンボおもちゃ病院 

1９日 タッチケア 

 子育てサロン 情報 

 

 

日 時：１０月２６日（水） 10 時～15 時  

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

相談員：久原章作・大岡春雄・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。 

 
 

 



 広場・各分校とも１０月３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） 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

 

団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します 

 

●１０月１３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 

 

 

 小学４年生～中学生を対象にボラ

ンティスクールを全５回シリーズで

開催しています。第 1 回から 3 回で

は、車いす体験や、地域の方に郷土

料理や昔から伝わる踊りなどをおし

えていただきました。第４回・５回

では環境や防災をテーマにし、新た

に募集を募ります。是非、お申込み

ください！申込み締切１０月３日

（月）まで（詳しくは、学校から配

布されるチラシでご確認ください。） 

  

  

  

  

 

＜申込み先＞ 

 地域福祉 

    時松・登立  

  

 

 

  

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 

●１０月 ５日（水） 

    １２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 

４０種類の香原料からお好きなものを選んで、世界に一つ

だけのオリジナルのお香を作りましょう。是非、ご参加くだ

さい。 

●１０月２０日（木）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：永井芳美さん（御浜町） 
○定 員：８名  

○参加費：１,０００円 

  ○持ち物：講師がすべて 

         準備します 

１０月８日（土） 

９時～１１時３０分  

  

  

  

 

 

 

１０月２９日（土） 

９時～１２時３０分  

  

  

  

 

 

 

＜問合せ先＞ 

  地域福祉係 時松・登立 


