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大勢の来場者でにぎわう

エコイベントとして定着

2 月 2６日(日)､青空のもと、第１１回社協つれもて

つれもてまつりは、できるだけゴミを出さないこと

まつりが紀宝町福祉センターで開催されました。来場

を目指すエコイベントが特徴で、食べ物を入れる容器

者とボランティアを合わせ、１２００人を超える人で

やはし・スプーンは各自用意していただくようにＰＲ

にぎわいました。食べ物のコーナー、体験するコーナ

しています。おかげさまで随分と浸透してきているよ

ー、啓発のコーナー、バザー、フリーマーケットなど

うで、容器を持参する参加者が年々増えています。

たくさんのブースが設けられました。

地域福祉を考える

子ども向けにはマジックショーも

午後は、オリジナルＤＶＤ『紀宝町ダーツの旅～全

マジシャンの矢神潤さんには子どもたち向けにマジ

員集合！みんなが集う場づくり編～』の上映会と座談

ックを披露していただきました。子どもたちは、箱が

会が行われました。紀宝町内で行われている「集まり

つぎつぎ出てくる紙袋や、物が浮くマジック、ティッ

の場」を紹介し、参加者で共有しました。身近なとこ

シュが消えるマジックなどさまざまなマジックに驚

ろで身近な人と集まる場、それも立派な“ふくし”で

き、たっぷりと１時間楽しんでいました。

あることが皆さんに知っていただけたと思います。

ＤＶＤを購入希望の方へ・・・
ただいま申し込みを受け付けています。

１本

３，０００円

大里・神内・成川・鵜殿地区での集まりの場
を紹介しています。＊２０分間の映像です。
お申し込みは
地域福祉係（☎３２－０９５７）へ

これからボクは
どうなるの？

団体紹介№５３

ＭＡＮＡＢＩ★ボランチ
代表：千葉 寛訓さん

会員：３７名

昨年１２月に設立した「まなびの郷ボランティ

し、「ＳＰＲＩＮＧ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０１７」を

ア」（愛称：ＭＡＮＡＢＩ★ボランチ）は、まなび

開催し、多くの方々にご来場いただきました。今後

の郷を拠点とした町民の生涯学習の推進及び子ど

も、ボランティアメンバーを募集しながら、いろい

もの居場所づくりの充実など、豊かな心を育む、文

ろな楽しいイベントを企画して、地域を盛り上げて

化の薫るまちづくりに寄与することを目的に活動

いきたいと思っています。

しています。
昨年１２月、クリスマスイベントでは、地域の子
どもたちを対象に、「スノードームづくり」と「サ
ンタさんとじゃんけん大会」を行いました。

〈ボランティアの詳細は下記事務局まで〉
まなびの郷ボランティア事務局
☎０７３５－３２－０２４１（担当：川﨑）

３月には、地域の方に音楽を楽しんでもらいたい
との思いから、シンガーソングライターの星村麻衣
さんと津軽三味線奏者の大野敬正さんをお招き

SPRING CONCERT 2017

町内では、お弁当やおかずをつくってお届けす

養成講座を受講され、活動を希望する方におい

るボランティア団体が活躍しています。今回の養

ては、今後、お弁当づくりやお弁当配達に携わっ

成講座では活動する仲間を増やすことを目的に 2

ていただきます。

月 10 日～3 月 1 日の 3 回にわたり開催しまし
た。
14 名が受講し、食中毒の予防や環境にやさし
いクリーニング講座、食事づくりのポイントなど

今回の養成講座に参加されていない方でも、お
弁当づくりに興味がある方、一緒に活動してみま
せんか？活動日、活動時間等お気軽に事務局まで
お問合せ下さい。お待ちしています。

を学びました。受講生からは、「手洗いの方法が
よくわかった。
」
「塩分の取り過ぎには注意してい
く。
」など沢山の感想やご意見をいただきました。

お問合せ先

地域福祉係

稲本・時松

☎（３２）－０９５７

2017 年 4 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

1

土

内

容

▲社協理事会（福祉センター）

日

曜

14

金

●はっぴーすまいる（福祉センター）

★町老連合同会議（福祉センター）

▲成川下地サロン（町内）

15

土

3

月

▲社協辞令交付（各事業所）

16

日

▲すみれサロン（町内）

17

月

▲子育て支援 リズムリトミック（福祉センター）

★町老連踊り教室（福祉センター）

水

●寺子屋広場（福祉センター）
★町老連踊り教室（福祉センター）

18

火

▲平尾井サロン（平尾井ハタケダ）
▲大里サロン（大里親水公園）

5

▲ひきこもり支援チーム視察研修（員弁）
●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

日

火

容

▲牡丹サロン（鵜殿ふるさと資料館）
2

4

内

★民生委員児童委員協議会総会（福祉センタ
ー）
●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

19

水

▲子育て支援 タッチケア（福祉センター）

▲馬場地サロン（町内）

■カフェいっぷく亭（鵜殿交流センター）

●南京玉すだれふく福（福祉センター）

★福祉児童相談（井田公民館）

★福祉児童相談（福祉センター）

20

木

●おもちゃの病院 ダンボ（福祉センター）

▲井田上野サロン（町内）

21

金

★町老連総会（福祉センター）

6

木

▲たんぽぽサロン（鵜殿中央公園）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

7

金

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

8

土

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

9

日

★熊野水軍祭（まなびの郷）

10

月

11

火

▲井田馬場地サロン（井田公民館）

★傾聴ボランティア定例会（福祉センター）

12

水

★町老連三役会議（福祉センター）

▲紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

22

土

■スペシャルおはなし会（鵜殿図書館）
23

日

24

月

▲井田上野サロン（上野つどい館）

25

火

▲やってみよう広場（福祉センター）

26

水

▲寺子屋紙人形教室（福祉センター）
13

木

●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

▲井田地下サロン（地下集会所）

▲心配ごと相談（福祉センター）
●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）

27

木

●寺子屋分校ダンボ料理教室（福祉センター）

★手をつなぐ親の会総会（福祉センター）
▲井田茶屋地サロン（那智勝浦町）

■身障役員会（福祉センター）

28

金

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

■介護者サロン（まなびの郷）

29

土

(昭和の日）

30

日

◆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。

３日

講師

リズムリトミック

子育てサロン 情報

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！

1９日

講師

タッチケア

本館千子先生
時 間： 10:00～11:00

皆さまからの、「社協会費」、

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

サロンの運営は、住民の

容： オリーブオイルを使ったベビーマッサージ

「共同募金」「善意の寄付」の
一部を活用させて頂いてます。

です。親子のスキンシップが目的です。

１２日

やってみようひろば

講師
森倉ふさよさん

時 間： 10:00～11:30

２０日 ダンボおもちゃ病院

託児あり

場 所： 紀宝町福祉センター（要予約 6 名まで）
時 間： 10:00～11:30

参加費： 1 組 500 円

場 所: 紀宝町福祉センター 2 階 交流室３

内 容： 多肉寄せ植え

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。

①日時：4 月 5 日（水）10 時～12 時
日

時：4 月 ２６日（水）

10 時～15 時

場

所：紀宝町福祉センター（鵜殿）

相談員：前地幸久・田中啓一・龍神弘重
(敬称略)

場所：鵜殿福祉センター
相談員： 田中啓一・田中孝史 （敬称略）
②日時：4 月 １９日（水）10 時～12 時
場所：井田公民館
相談員： 瀧之上勝・濵口啓 （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

＊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。

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４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。

ぽんぽんメーカーを使って、可愛いくまのマスコットを
つくります。鼻と口になるところをカットし凹凸をつけ仕
上げていきます。みなさんどうぞ気軽に参加してください。
●４月１７日（月）１０時～１２時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：窪田美由喜さん（鵜殿）
○定 員：１０名
○参加費：４００円
○持ち物：よく切れるはさみ

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。
●４月１２・２６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。
●４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

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５月人形をつくります。
●４月１２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

紀宝町福祉センターの 2 階ロビ
ーで、リサイクルコーナーと手づ
くりコーナーが繁盛しています。
家に眠っている活用していない
品物を整理して、必要とする方に
買ってもらうしくみになっていま
す。
品物の提供者には、町ボランテ
ィア基金に寄付してもらい有効に
活用させていただいています。

