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通所介護事業（デイサービス）

Ｐ２ お互いさん事業
Ｐ３ ボラセン設置訓練・民児協等
Ｐ４ カレンダー
Ｐ５

子育て支援・相談所開設・寄付金

Ｐ６ 情報伝言板

お面、上手に
できました～
如何ですか？

●通所介護（デイサービス）事業
社協では、神内福祉センターで、
月曜日～土曜日に行っていま
す。介護保険利用者や介護保険
外の方もご利用できま～す！

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】

【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・布団乾燥
生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
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）

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/

就労継続支援（Ｂ型）事業

登録ヘルパー随時募集中！

（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

平成２３年６月に『困った時はお互いさん事業』
が始まり、５年以上が経過しました。平成２９年２
月現在利用会員１５６名、協力会員６５名が登録さ

【担い手養成講座】

れています。

日

この事業は、正式名をいうと『地域支えあいボラ

時

内

容

①３/23

◇お互いさん事業の説明

ンティアサービス事業（住民参加型有償サービス）』

（木）

◇『介助する心構えと実技』

です。文字通り、地域住民が、困った時に、互いに

13:30～

◇『認知症の正しい理解と関わり方』

支え合う、紀宝町初の有償ボランティアサービスの

16:00

取り組みです。

②3/２９

『なぜ、有償なの？』
『ボランティアって、普通無

◇お互いさん協力員の活動について

（水）

現活動者に話を聴こう！

償なのでは？』と思う方もいらっしゃいますが、
『こ

13:30～

こがミソ！』なのです。
「ちょっとしたことを（例え

15:30

◇みんなでワイワイ！
これからの活動について話し合おう！

ば、電球を替えてほしい）頼むのに、無償でお願い
するのは、頼みにくい」といった遠慮を無くし、尚

場

且つ、地域住民同士で支えあえる仕組みが、このサ

受講料 ： 無料です

ービスなのです。

受講要件

所 ：

紀宝町福祉センター
：お互いさん事業に興味のある方で

あなたも地域の支え合いの一員として、『ちょボ

原則、２回とも受講できる方

ラ』活動を始めてみませんか。まず、手始めに、右

申込み締切：平成 29 年 3 月 17 日（金）

記の養成講座に参加してみませんか？

申込み先： 地域福祉係
稲本・鈴木

利用者さんの困ってい

☎（３２）０９５７
まで

便利屋さんサービス

るという声をキャッチし
て、協力できる支援者をマ

３０分程度でできる生活上のち

ッチングするのが、事務局

ょっとした困りごとに対応しま

（社協）の仕事です。まず

す（ゴミ出し、軽微な掃除、薬

は、ご相談して下さい！

の受け取り、布団干し・取り入
れ等）
。

この事業は、１年間（４月１日～翌年
３月３１日）の登録制です。
現在登録している利用会員・協力会員
ともに更新手続きが必要です。更新手続

おかずのおすそわけサービス

買い物支援ツアーサービス

一度で食べられる量（2 品程度）

移動手段なく生活用品等の買物

のおかずをお届けします。

に困っている方で、協力員の付

＊地区により実施していない地

添で買物を実施します（毎週木

区がありますし、お届け日も地

曜日午前中１時間程度）
。

区により異なります。

車は、社協の車両を使用します。

きについては、個別で通知させていただ
きますが、再登録には、年会費５００円
が必要です。訪問が必要な方には、ご自
宅まで出向き手続きさせていただきま
すので、事務局まで、ご連絡下さい（事
務局 稲本）。

★日時・場所・内容 等
日

時：平成２９年３月１８日（土）10:00～15:00

講演会（13:00～15:00）
演題：ひとりひとりを大切にした災害時支援とは

＊雨天の場合は、屋内で実施します。
場

所：紀宝町福祉センター（鵜殿）

内

容：10:00～

設置訓練

11:30～

炊き出し

13:00～

講演会 ＊右枠内参照

15:00

終

～多様な避難者のニーズに応える支援の在り方～
講師：田村太郎 氏
（ダイバーシティ研究所 代表理事）

了

その他：
・午前のみ、午後のみの参加でも可能です。
・炊き出し等の準備の都合上、事前申し込みを
お願いいたします。 ＊〆切 ３月１０日（金）
申し込み・問い合わせ先：地域福祉係（鈴木・登立）
写真:災害ボランティアセンターの様子(平成 23 年)

民生委員制度は、大正 6 年に岡山県で創設され「済
世顧問制度」に始まり、平成 29 年に制度創設 100

■『民生委員・児童委員の活動（仮題）
』
について

周年を迎えます。

■

講師：蒔田

■

日 時：平成 29 年 3 月 21 日（火）

昨年改選があり、紀宝町でも、民生委員・児童委員

■

勝義（まきたかつよし）氏

３５名、主任児童委員 2 名が、現在活動しています。

13:30～15:00

民生委員・児童委員は、法律により厚生労働大臣から

■

場 所：紀宝町福祉センター2 階

委嘱された無報酬のボランティアです。どんな活動を

■

参加費：無料です！

しているのか、知っていただこうと講演会を計画しま

■

申し込み期間：平成 29 年 3 月 16 日（木）まで

したので、皆さんお気軽にご参加下さい。

■

申し込み先：地域福祉係 鈴木まで

安心して日頃の活動を続けるために、ボラン
ティア活動保険への加入をお勧めしています。
ボランティア活動中やその行き帰りまで補償す
る保険です。相手方への補償も充実しています。

（年間保険料）

（加入対象）
紀宝町ボランティア・市民活動センター登録
団体、個人ボランティア等

多機能室

Ｈ29 年度から保険料が改定になりました。
基本タイプ Ａ350 円 Ｂ510 円
天災タイプ Ａ500 円 Ｂ710 円
＊一人につき 200 円社協より負担します。
（補償期間）
平成 2９年４月１日〜
平成３０年３月 31 日

2017年 3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

水 ▲ｃｏｏｋｉｎｇボランティア養成講座（まなびの郷）

日

曜

15

水 ▲社協つれもてまつり反省会（福祉センター）

●寺子屋・着付け分校（福祉センター）

2

●南京玉すだれ（福祉センター）
■紀南地域権利擁護体制連絡会（熊野市）

■カフェいっぷく亭（大里多目的集会施設）

★福祉児童相談（ふるさと歴史館）

★福祉児童相談（神内福祉センター）
▲安全衛生委員会（福祉センター）
▲寺子屋広場（福祉センター）
●寺子屋着付け分校（福祉センター）

木 ▲『寄ってっ亭』（成川上地多目的集会施設）
▲子育てサロンふれんＺＯＯ（神内構造改善センター）
金 ▲鵜殿すみれサロン（ふれあい会館）

16

木 ▲『寄ってっ亭』（成川上地多目的集会施設）

●配食ほほえみ（福祉センター）
4

5

▲子育て支援音楽療法（福祉センター）

土 ▲鵜殿牡丹サロン（ふるさと歴史館）

●男流ボランティアおもちゃ病院（福祉センター）

●はっぴーすまいる（鵜殿区）

★平成２８年度地域における支えあい活動セミナー（津市）

■ストーリーテリング入門講座（鵜殿図書館）

■水害、土砂災害説明会（尾鷲市）

日 ■ストーリーテリング入門講座（鵜殿図書館）

17

金 ▲子育てサロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

▲下地サロン（成川生活改善センター）
6

月 ▲神内サロン（神内構造改善センター）

7

火

8

水 ▲井田上野サロン（上野つどい館）

●配食ほほえみ（福祉センター）
18

土 ▲災害ボラセン設置訓練＆講演会（福祉センター）
＊オープンカフェはお休みします！

▲紀宝町生活支援サービス等整備にかかる協議体会議（福祉センター）

▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター）

★福祉連絡会ＧＧ大会（鵜殿グラウンド）
9

■ストーリーテリング入門講座（鵜殿図書館）

●寺子屋・和紙分校（福祉センター）
木 ▲井田下り場サロン（下り場集落センター）

19

日

20

月 （春分の日）

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅）

21

火 ★民生委員児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

●男流ボランティアダンボ料理教室（福祉センター）
★身体障がい者福祉会役員会・拡大委員会（福祉センター）

▲生活福祉資金貸付事業担当職員研修会（津市）
■介護者サロン（まなびの郷）
10

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）
22

水 ▲クッキング広場（福祉センター）

▲心配ごと相談（巡回型P5掲載）
23

木 ▲困った時はお互いさん担い手養成講座（福祉センター）

金 ▲ひきこもり支援講演会（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）

●配食ほほえみ（福祉センター）

24

金 ●配食ほほえみ （福祉センター）

■東紀州くろしお学園内覧会（熊野市）

25

土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）

■子育て支援講座（鵜殿図書館）
11

■おはなし会（鵜殿図書館）

■認知症講演会（福祉センター）

土 ●鵜殿配食 （まなびの郷）
■ストーリーテリング入門講座（鵜殿図書館）

12

日

13

月 ▲サロン代表者交流会（福祉センター）

26

日

27

月 ▲高岡サロン （高岡防災センター）
▲井田地下サロン （地下集会所）

▲理事会・評議員会（福祉センター）

■紀南地域権利擁護体制連絡会研修会（御浜町）
14

容

▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター）
▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）
3

内

▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）
●傾聴ボランティアクロバーの会（福祉センター）

火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）
▲桐原サロン（桐原生活改善センター）
▲災害対策会議（福祉センター）

28

火 ▲評議員選任・解任委員会（福祉センター）

29

水 ▲困った時はお互いさん担い手養成講座（福祉センター）
●音訳ボラメッセ （福祉センター）

30

木

31

金 ▲職員退任式（福祉センター）

講師

10 時～

徳田美弥子さん

11 時 30 分

時 間：１０時～１１時３０分
◆２日 ふれん ZOO

会 場：紀宝町福祉センター

（木） 場 所： 神内会館

参加費：400 円

内 容： ひな祭り

内 容：メロンパン de コッタ

おやつ： ちらし寿司

＊要予約 7 組(エプロン・三角巾)

◆１７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
講師

時

間：１０時～１１時

会

場：紀宝町福祉センター

内 容： 修了式

本舘千子さん

おやつ： サンドイッチ

＊バスタオルを持って来てくださいね

◆２７日 あらいぶ
（月） 場 所： 井田公民館

参加費：１組 ８００円（町外 1,000 円）

内 容： お別れ会

内 容：講師指導のもと、オイルを使用してベビー

おやつ： お楽しみ♪

マッサージをします。親子のスキンシップが目的！

＊参加費は大人も子どもも 100 円です
壊れたおもちゃ等があればお持ち下さい
ただし町外の方は 200 円になります。

①講師

①時

福田朝子さん

間：10 時 30 分～11 時 30 分

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：音楽療法士のもと、音楽を聴き安らぎ
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！

②

あたたかい善意をありがとうございます
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

福祉向上のため活用させていただきます

岩口 博 様 （鵜殿）

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

日

時：平成２９年３月２２日（水）

①日

Ａ班：１０時～１２時 井田公民館

１０時～１２時

１３時～１５時 ふれあい会館
相談員：畦越進・有城安子・久原章作(敬称略）
Ｂ班：１０時～１２時 紀宝町福祉センター

場

相談員：大岡春雄・榊原富也・山田十司
（敬称略）

＊相談内容の秘密は厳守しています。

所：ふるさと歴史館

相談員：有城正剛・中山高明（敬称略）
②日

１３時～１５時 大里多目的集会施設
＊相談は無料です。

時：平成２９年３月１日（水）

時：平成２９年３月１５日（水）
１０時～１２時

場

所：神内福祉センター

相談員：梶屋喜一・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３月１日（水）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。

ぷくぷくの葉っぱや、ちょっとかわったかわいい姿が魅
力の多肉植物。
「寄せ植えを自分で作ってみたい！」という
方、是非ご参加ください。
●３月１５日（水）１０時～１２時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：森倉ふさよさん（井田）
○定 員：１０名
○参加費：８００円
○持ち物：ピンセット
汚れてもよい服装

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

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。

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。
●３月１・１５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。
●３月９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

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。

＊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！

和紙の温かさを感じながら、
素敵な作品をつくります。
●３月８日（水）
定員７名
1３時～１５時
○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）
○参加費：1,500 円
○持ち物：はさみ・ボンド・
ピンセット・さし

熊野の森林の素晴らしさを実感
し、豊かな自然を守ろうと今年も
植樹祭を実施します。
気もちのいい汗をかきませんか
ぜひおでかけください。
（昼食作りのボランティアも募集）
●日時：３月２６日（日）９時集合
●場所：御船島の横（みふねの杜
看板）を右折して５ｋｍ
●問合せ：代表 田尾
090-3273-8061

