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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！

第 2 次紀宝町地域福祉（活動）計画ができあが
り、早いもので、半年が過ぎました。この計画を
さらに素晴らしいものにするために、着々と、
『計
画』を『実行』に移していきます。
今回は、重点項目③『全員集合！みんなが集う
ことのできる場づくり』に、焦点を合わせて、説
明させていただきます。
紀宝町では、ふれあいいきいきサロンが 15 年前
から始まり、今では 2３か所の地域の集会所で、
月に 1 回、2 か月に 1 回等のペースで、開催され
ています。サロンは高齢者等の閉じこもり予防や、
認知症予防に効果があると言われています。
運営は、地域のボランティアが中心となり、社協
では、助成金等後方支援を行っています。
しかし、高齢になると、
「地域の集会所まで歩い
ていくのが大変だ」
「人と話をしたり、楽しく食事
をしたりすることは大事だけど・・」「出かけると
なると億劫で気乗りしない」等の理由で、サロン
にも出ていかなくなるかたも出てきます。
そこで、歩いて行ける場所で、気軽に顔を合せ
ることができる『場』が必要となってきています。
例えば、この 4 コマ漫画のように、≪自宅の縁
側で、お友達と気軽に話ができる場≫であったり、
≪自宅の 1 室を開放するからみんな遊びに来てね
≫というような、場がいっぱい増えれば、いいな
あと・・取り組みを始めています。
また、成川地区全域を対象に、いきいきサロン
とは違う、
『つどう場（仮称）』を 12 月 1 日～月
2 回モデル的に始めることになりました。
詳しくは、11 月初めの回覧で、成川地区にお回
しします。参加したい方も、協力したい方も連絡
お待ちしております。
この絵のように、みんながニコニコと楽しく暮
らせる紀宝町となるよう、それぞれ持っている知
恵と力を持ち寄ってお互い支えあいましょう！

「いらっしゃいませ～」っと元気な声が
今日も響いています。
就労継続支援（Ｂ型）事業所「福祉の店
アプローチ」
（ミニスーパー）では、毎週金
曜日の 10 時～１１時３０分まで、
「朝市」
を行っています。
新鮮な野菜や果物を中心に取り揃え、お
客様に大変喜んでいただいています。
「今日は、何がおすすめかな～？！」
まだ、ご存知でない方は、是非、一度お
越し下さ～い！ （紀宝町役場旧道沿い）

【金曜日の「朝市」の様子】

尚、福祉の店「アプローチ」では、宅配・移動販売も行って
いますので、買物でお困りの方は、遠慮せずにご一報ください。
〈福祉の店アプローチ〉
電話：３２－０１４３

携帯 090-5167-1039 担当：林まで

紀宝町福祉連絡会主催による福祉講演会を開催します。
この福祉連絡会は、老人クラブ連合会、身体障がい者福祉会、母子寡婦福祉会、
手をつなぐ親の会、民生委員児童委員協議会、ボランティア・市民活動センター、
遺族会、シルバー人材センター、学童保育、社会福祉協議会で構成し、町内で福
祉活動をすすめている団体が、お互いの連携を強め、更なる福祉の向上をめざし
て活動しています。
各団体に所属する方で参加ご希望の方は、各所属団体を通じてお申込み下さい。

●日時：１２月６日（火） １８時３０分～２０時
●場所：紀宝町福祉センター２階 多機能室
●演題：ご近所パワーで助け合い起こし
●講師：住民流福祉総合研究所所長
木原 孝久（きはら たかひさ）氏

2016年11月のカレンダー
▲社協事業
日

曜

内

1

火 ▲神内サロン（勝浦）

●ボランティア活動
容

★その他
曜

16

水 ▲町社協災害対策会議（福祉センター）

内

容

▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

■紀南地域権利擁護支援事業連絡会（熊野市）
2

■町行事等

日

水 ●南京玉すだれふく福（福祉センター）

■いっぷく亭（大里多目的集会施設）

●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）

▲寺子屋広場（福祉センター）

★福祉児童相談（鮒田構造改善センター）

★福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

3

木 （文化の日）

17

木 ▲初級手話教室（福祉センター）

4

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

5

土 ●はっぴ-すまいる（紀宝町福祉センター）

▲個別支援ボラコ研修（津）

▲鵜殿さつきサロン（町内）

★町老連視察研修（石川県中能登町）

18

▲成年後見人養成研修（津市）

金 ★町老連視察研修（石川県中能登町）

■第10回紀宝町文化展（まなびの郷）
6

▲子育てサロンふれんZOO（鵜殿地域交流センター）

日 ■第10回紀宝町文化展（まなびの郷）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲鵜殿牡丹サロン（新宮市）
7

■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館）

19

土 ■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館）

20

日 ▲アプローチ視察研修（～21日）

火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）

21

月 ■民生委員児童委員退任式・委嘱式（福祉センター）

★町民児協視察研修（鳥羽市）

22

火 ▲浅里サロン（浅里多目的集会施設）

月 ▲伊勢市単位民児協視察（福祉センター）
★共同募金委員会運営委員会（福祉センター）

8
9

10

水 ▲配食サービス要件検討会議（福祉センター）

▲紀北・紀南地区社協事務局長会議（熊野市）

●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）

23

水 （勤労感謝の日）

▲井田上野サロン（上野つどい館）

24

木 ▲初級手話教室（福祉センター）

木 ▲初級手話教室（福祉センター）

▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

▲子育てサロンふれんZOO（神内構造改善センター）

25

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲鵜殿たんぽぽサロン（勝浦）

■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館）

●ダンボ男流料理教室（福祉センター）

26

土

★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）
■介護者サロン（まなびの郷）
11

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

■絵本読み聞かせボランティア養成講座,おはなし会（鵜殿図書館）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）
27

日

28

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

▲鵜殿すみれサロン（勝浦・新宮）

▲井田地下サロン（地下集会所）

12

土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

13

日 ▲紀宝町社協職員採用試験（福祉センター）

●傾聴ボランティア定例会（福祉センター）

▲放課後児童クラブ職員研修会（松阪市）
14

月

15

火 ★町民児協役員会・定例会（福祉センター）
松阪市中央地区民児協との交流会
●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

三重県主催

29

火

30

水 ▲子育て支援クッキングひろば（福祉センター）
●音訳メッセ（福祉センター）
▲心配ごと相談（巡回相談）

「三重県障がい者芸術文化祭」

＊障がい者の芸術・文化活動に直接触れ交流する
ことによって、更に障がい者に対する理解が深まる
ことを目的しています。
とき：１２月１７日（土）１０時～１７時
１２月１８日（日）１０時～１４時
ところ：尾鷲市民文化会館せぎやまホール

内容：絵画・書道・陶芸・手芸等の作品展示や
特別支援学校生徒による共同作品と合
唱・演奏・踊り等のステージ発表
入場料無料
問い合わせ先：三重県障がい者芸術文化祭
実行委員会☎059-232-6803

◆社協では、ボランティア活動や町の行事など情報を共有し、明るいまちづくりをすすめています。

３０日

クッキングひろば

講師
伊藤

子育てサロン

真理さん

情報
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

1０日 ふれん ZOO

参加費：４００円

（木） 場 所： 神内会館
内 容： 秋の製作

内 容：かぼちゃのケーキ

おやつ： さつまいも団子

＊要予約 ８組(エプロン・三角巾)

１８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

１６日

タッチケア

おやつ： 芋モンブラン

講師
本館

時

間：１０時～１１時

会

場：紀宝町福祉センター

２８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

内 容： 感覚活動
おやつ： スイートポテト

参加費：１組 ８００円（町外 1,000 円）
内

＊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

１ ７日 おもちゃ病院『ダンボ』
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
活動日です。場合により、入院になることもある
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（巡回相談）
日 時：平成２８年１１月３０日（水）
Ａ班：１０時～１２時 井田公民館
１３時～１５時 ふれあい会館
相談員：前地幸久・保田啓一・榊原富也
（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：畦越進・奥地よしゑ・有城安子
（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。

福
①日

祉 児

童 相

談

時：平成２８年１１月２日（水）
所
１０時～１２時

場

所：鮒田構造改善センター

相談員：森倉賢一郎・中平明子（敬称略）
②日

時：平成２８年１１月１６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：田中孝史・梶屋喜一（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１１月１日（火）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。

目や鼻を描かず仕上げるのがこの人形の特徴です。
和紙の温かさや柔らかさを感じながら作品を一緒に作りま
せんか。是非ご参加ください。
●１１月１６日（水）１３時３０分～１5 時３０分
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：植野 洋子さん（鵜殿）
山田 貞子さん（鵜殿）
○定 員：７名
○参加費：５００円
○持ち物：さし・鉛筆・はさみ
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。
●１１月２日（水）
９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

団塊世代の男性を対象に食の
自立を応援します。
●１１月１０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

毎月、環境（エコ）や郷土料理を
テーマに「寺子屋広場」を開催して
います。地域の方を講師に迎え自分
の特技や、好きなことを活かし住民
の方に教えていただいています。
興味のある方は、お気軽にご連絡
ください。お待ちしています。
地域福祉係 時松

地域の集会所等でおかずを作っ
＜申込み先＞
てお届けするサービスです。
地域福祉
現在、鵜殿・井田・神内・成川・
時松・登立
北桧杖・大里・桐原の７か所で実施
しています。このサービスを希望さ
れる方は、気軽にご連絡ください。
＊おかず２品
＊利用券２５０円

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！

