
 

P1 放課後児童クラブ「きほっこ」 

P2 ボランティア・市民活動センター 

P3 お互いさん・配食サービス 

P4 紀宝町民生委員・児童委員協議会 

P5 紀宝町民生委員・児童委員協議会 

P6 カレンダー・チャレンジ教室 

P7 子育て・相談所開設 
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【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・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） 

【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

（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 

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 

 

『放課後児童クラブ』正式には、「放課後児童健全育成事業」と言います。 

保護者が労働等により昼間家庭にいない町内の小学生を対象に、授業の終了後

に遊び及び生活の場を提供して、その健全な育成を図るものです。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494302155/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvaW1nL2lsbHVzdC9zaW1wbGVfaHlkcmFuZ2VhLnBuZw--/RS=^ADBeS.x2gK_OkmUcVDrnAuZ7J7pUyI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjNQck5QQU43all4UEU4a2M0SlNRclNJekM2ejZqRlY2YUNZMHZaUG0xY0RDUnRUZ3d3ck1sYlN6RwRwA051YWNpQ0RqZ3FUamc2bmpncm5qZzRnLQRwb3MDMTU3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494489248/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyYW1lLWlsbHVzdC5jb20vZmkvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDUvNzg5NC0xNTB4MTUwLnBuZw--/RS=^ADBQn2mzi4UJwcfUqd2.OkQTbVLOG0-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDk4Y0s3S3V4MGdWZWJaQnRVaC1PSlAtV1RDVm42ZTdtVzRPLW95VjRRTFZYMVNBc3QxblRkWE9vBHADTnVhY2lDRGpncVRqZzZuamdybmpnNGctBHBvcwMzOQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494302155/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGsuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvaW1nL2lsbHVzdC9zaW1wbGVfaHlkcmFuZ2VhLnBuZw--/RS=^ADBeS.x2gK_OkmUcVDrnAuZ7J7pUyI-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUjNQck5QQU43all4UEU4a2M0SlNRclNJekM2ejZqRlY2YUNZMHZaUG0xY0RDUnRUZ3d3ck1sYlN6RwRwA051YWNpQ0RqZ3FUamc2bmpncm5qZzRnLQRwb3MDMTU3BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る、5 月 11 日（木）19 時から紀宝町福祉セ

ンターにおいて、「平成 29年度 紀宝町ボランティ

ア・市民活動センター」の総会を開催しました。市

民活動センターに登録している団体や個人ボランテ

ィアの方など、98名の方が参加しました。  

 

 

今年で10回目を迎える平成29年度総会の一部は、

司会の有城安子さん、議長の田尾友児さんの進行で、 

・平成 28年度事業報告  ・運営規約改定 

・平成 29年度新役員選出 ・平成 29年度事業計画 

が協議されました。 

登録団体 88 団体、ボランティア登録者数は延べ

4,088名となっています。 

（平成 29年 3月 31日現在） 

 

 平成 29 年度の重点事項 

１、個人ボランティア登録の啓発と運営 

２、紀宝町ボランティア・市民活動センター 

10周年イベントの実施とし、センターの 

活性化を図ります。 

 

 

２部では、平成 28 年度新規登録団体「まな

びの郷のボランティア」の活動紹介。 

また、紀宝町ダーツの旅 集いの場オリジナ

ル映像を上映し、社協の取り組みや、集いの場

の様子、参加している方の声などを知ってもら

う機会となりました。 

毎年恒例の大抽選では、大賑わいとなり、楽

しいひと時となりました。 

運営委員の皆さん  （敬称略） 

 運営委員長  神園 敏昭 

 副運営委員長 久原 章作  有城 安子 

 監事     森 新一    

 委員     地案 光徳  蔵本一十三 

        千葉 江美  龍神 弘重 

        松尾起世子  逢野美恵子 

        須川 恭行  上坪 直美  

        鈴木 生子 

 事務局    時松有見子 

 

（任期） 

 平成29年4月 1日～平成31年3月 31日 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★ 利用ニーズで多いもの 

 ・おかずのおすそわけ 

（地域により対応できない地域があります） 

 ・ゴミ出し 

 ・簡単なお掃除（３０分程度でできるもの） 

 ・薬の受け取り等 

★ 利用者の方からのご希望で対応できなかった 

 ものもあります。まずは、困っていることをお 

 聞きし、手伝ってくれる協力員を探しますが、 

 協力員が、いなかったり、サービスによって 

 他のサービス（シルバー人材センター、介護保 

 険等）の利用が望ましいと判断した場合は、お 

 断りする場合もあります。 

★ まずは、左記に、ご相談ください。 

 

 

 社協では、ボランティアによる配食サービスを

実施しています。鵜殿地区は、第２・第４土曜日

の昼食時に配達しています。旧紀宝地区は、第１・

第３金曜日と、第２・第４金曜日に分けて夕食時

に配達しています。 

 ＊第１・３：井田・大里・高岡・鮒田・ 

       浅里・瀬原・北桧枝 

 ＊第２・４：成川・桐原・阪松原・平尾井・ 

       井内・神内 

 

★ 鵜殿地区配食サービスボランティア 

平成７年からスタート、現在、会員数４８名 

（調理ボラ３４名、配達ボラ１４名）です。 

★ サークルほほえみ（旧紀宝地区担当） 

平成３年からスタート、現在、会員数５１名 

（調理ボラ２８名、配達ボラ２３名）です。 

 

◎ 財源の一部は、共同募金を活用しています！ 

        

 

★配食サービスの対象者の定義を見直しまし

た。 

 

 原則：７５歳以上の一人暮らし、又は高齢者 

   世帯で、調理が困難な方、又は買い物に 

   行けない方（同じ地区内に子どもさんが 

   住んでいないこと） 

    *地区：民生委員の地区割り 

 その他、特例として、対象となる場合もあります

ので、ご希望の方は、担当まで、ご連絡ください。 

     ☎ ０７３５（３２）０９５７ 

   担当 ： 地域福祉 稲 本・時 松 

    

 

 

 

 この事業は、正式名「地域支えあいボランティア

サービス事業（住民参加型有償サービス）」といい、

地域住民同士が、困った時にお互いを支えあう、紀

宝町初の有償ボランティアサービスの取り組みで

す。 

 まずは、利用するにも協力するにも、お互いが利

用登録（登録料年間５００円）するところから始ま

ります。関心のある方は、下記へご連絡ください。 

 ★ 利用したい方は、「利用者登録」 

 ★ 協力したい方は、「協力者登録」 

     まずは、ご連絡を！ 

        ☎ ０７３５（３２）０９５７ 

         担当：地域福祉 稲本・鈴木 

 

困った時はお互いさん事業 

 
 

 
 



紀宝町民生委員児童委員協議会 

 会 長   濵 口  啓 

     

  

   

 

 

 

 

 

紀宝町民生委員・児童委員名簿         主任児童委員 ：樫山惠美・屋敷博未（１名欠員）*敬称略 

地 区 担当民生委員 地 区 担当民生委員 地 区 担当民生委員 地 区 担当民生委員 

井田下り場 前地敏久 成川飯盛 須川矩子 大里東・永田・小畑 古屋敷実穂 鵜殿２組 千葉江美 

井田茶屋地 田中孝史 成川下地 林 幸生 大里西・津本 田畑範子 鵜殿３組 森倉賢一郎 

井田馬場地 谷口久治  〃 松本起三子 井内 有城正剛  〃 榊原富也 

井田地下 伊藤 守 成川中村 西増初代 平尾井 川内 治 鵜殿４組 濵口 啓 

井田上野 鈴木喜代治 鮒田 中山高明 阪松原 田中成子  〃 梶屋喜一 

 〃 曽越 勲  〃 逢野良美 桐原 有城眞十郎 鵜殿５組 稲本孝生 

神内 一村 希 北桧杖・瀬原 莊司美津子 鵜殿１組 金野茂晴 〃 和田美知代 

 〃 矢熊名良子 浅里 聖谷眞美  〃 田中啓一 鵜殿６組 竹鼻佳珠生 

 〃 瀧之上勝 高岡 榎本陽子 鵜殿２組 西岡克芳 成川中村・上地（３名欠員） 

 

 皆さん、こんにちは。紀宝町民生委員・児童委

員協議会(民児協） 会長 濵口啓（はまぐちひ

らく）です。よろしくお願いします。 

 いつも町民の皆様方には、いろいろとお世話に

なりありがとうございます。 

 さて、今年（平成２９年）は、民生委員制度創

設１００周年の記念すべき年です。先人達が、積

み上げてきたものを、今後とも継続していかなけ

ればと思っております。 

 ところで、民生委員・児童委員は、厚生労働大

臣から委嘱された非常勤の地方公務員であり、ボ

ランティアで活動を行っております。町内では、

各地区から選ばれた３７名の民生委員児童委員

（主任児童委員２名含む）が、熱心に活動してい

ます。定数は４１名ですが、一部地域で、欠員と

なっております。担い手不足、高齢化の問題は、

全国的な問題でもあり、当地域でも頭を悩ますと

ころであります。 

 しかし、地域の皆様には、「安心して住み慣れ

た地域で生活していただく」為に、私達も月１回

定例会を開き、新制度の学習や、情報を共有した

り、意見交換等をしたり、地域福祉の推進に努力

しております。 

おもに、どのような活動をしているのかを、１

部紹介させていただきます。 

・ひとり暮らし高齢者の安否確認や見守りの為

の訪問活動等。 

・高齢者だけでなく、こどもから高齢者まで、地域

の皆さんの困りごとや心配ごとの相談を受け、 

適切な機関へつなぐ支援等。 

・風水害時、タイムライン発動時の『早め早めの避

難の呼びかけ』等。 

・町社会福祉協議会と連携協働で、地域福祉活動計

画を推進するため、事業やイベント等への参加協力

等。 

・町内中学校、小学校等との意見交換や事業への参

加等。 

 これ以外にも地域の実情にあった活動を、率先し

てやってもらっています。 

 さらに、民児協では、ふれあい部会、児童部会、

相談部会の３つの部会を作り、それぞれ部会活動も

行っています。詳しくは、部会長（Ｐ５）よりご紹

介させていただきます。 

 今後とも、民児協の活動にご理解いただき、ご協

力の程、よろしくお願いいたします。 



救急救命の学習 地域を知ろう（浅里へ） 

ＲＯＭ講演会の主催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            平成２９年度総会後 記念撮影 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

他市町民児協との交流 

  本年は、大正６年（１９１７）年、岡山県で創設

された済世顧問制度を源とする民生委員制度の創

設１００周年という大きな節目の年です。  

創設者は、当時の岡山県知事であった笠井信一氏。

大正５年、地方長官会議において、大正天皇から「県

下の貧しい人びとの生活状況はどうか」との御下問

を受け、調査した結果、県民の１割が極貧ともいえ

る状況にあるとわかり、防貧制度確立への研究を重

ね、１年後、済世顧問制度を創設することとなり、

公布日の５月１２日が「民生委員・児童委員の日」

となりました。 
 

 平成２９年度総会後記念撮影 

  ◆◆ 相談部会 ◆◆ 

   （委員１５名で構成） 

 相談部会では、主に、月２回『福

祉児童相談』を各地区の集会所を

巡回しています。前日には、防災

無線等でお知らせしております

ので、ご利用ください。また、近

くの施設の視察研修やボランテ

ィア活動を行い、幅広く見聞を広

め、地域住民の皆さんの、お役に

たてられたらと、思いながら日々

活動しています。 

地域を知ろう！浅里へ出向き学習 

◆◆ ふれあい部会 ◆◆ 

（委員１２名で構成） 

 ふれあい部会では、地域の生活

者として経験と共感に基づいた

身近な相談者として支援、援助活

動を推進しています。地域サロン

へ出向き交流を図っております。

また、近くの施設の視察研修やボ

ランティア活動を行い、福祉のま

ちづくり事業への参加協力をし

ています。 

  ◆◆ 児童部会 ◆◆ 

（委員１０名で構成） 

  児童部会では、視察研修、町保

健師・子育て支援センターとの意

見交換会、社協の子育て支援事業

への協力、相野谷自然プールの見

守り活動等を計画しています。事

業を通じて、地域の子どもたちの

様子をお互いを知り合うことで、

私たちも学び成長できたくさん

の目で共有しながら、子どもたち

を見守りしていきます。 

  ◆◆ 相談部会 ◆◆ 

   （委員１５名で構成） 

 相談部会では、主に、月２回『福

祉児童相談』を各地区の集会所を

巡回しています。前日には、防災

無線等でお知らせしております

ので、ご利用ください。また、近

くの施設の視察研修やボランテ

ィア活動を行い、幅広く見聞を広

め、地域住民の皆さんの、お役に

たてられたらと、思いながら日々

活動しています。 



　　　2017年6月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 木 ▲子育てサロンふれんZOO（神内会館） 14 水 ■生活支援体制整備事業検討協議体会議（御浜町）

▲いきいきサロン代表者会議（福祉センター） ■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

2 金 ★滋賀県日野町民児協視察交流会（福祉センター） 15 木 ●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター） ●高齢者見守り隊啓発活動（大里・成川・鵜殿）

●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） 16 金 ▲子育てサロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

3 土 ●はっぴーすまいる（福祉センター） ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲鵜殿牡丹サロン（ふるさと歴史館） 17 土 ▲鵜殿さつきサロン（地域交流センター）

4 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） ▲鵜殿すみれサロン（御浜町）

■春秋チャレンジ学級開校式（まなびの郷） 18 日

5 月 ▲神内サロン（神内会館） 19 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） ★町老連踊り教室（福祉センター）

▲リズムリトミック（福祉センター） 20 火 ★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

●寺子屋分校和紙人形作り（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） 21 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） ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

6 火 ▲大里サロン（大里多目的集会施設） ▲福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

7 水 ▲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）

▲やってみよう広場（福祉センター） 22 木

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター） 23 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター） 24 土 ■おはなし会（鵜殿図書館）

★福祉児童相談（鮒田構造改善センター） ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

8 木 ★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） 25 日

▲たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） 26 月 ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

●男流ダンボ料理教室（福祉センター） ▲井田地下サロン（地下集会所）

■認知症介護者サロン（まなびの郷） ●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）

9 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター） 27 火 ▲成川飯盛サロン（飯盛多目的集会施設）

10 土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷） ■紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

11 日 ▲ボランティア・市民活動センタ―交流会（町内） 28 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

12 月 29 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

13 火 ▲生活支援サービス等整備事業にかかる協議体会議（福祉センター） 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。

　▲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。

　
　　『シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）』
　
　　　現役シニアの高い就労意欲と経験・技能を生かし、地域社会の支え手として介護現場への再就労していただくための
　　研修を開催します。

　　　日時：平成２９年７月４日（火）、１１日（火）、１２日（水）、２６日（水）
　　　　　　　午前１０時～１６時　《＊体験学習　７月１３日～２５日（予定）の間の２日間》
　　　会場：御浜町福祉健康センター　　南牟婁郡御浜町大字下市木２０４０
　　　　　　　℡　０５９７９－２－３８１３
　　　対象：三重県在住の概ね７５歳までのシニア世代の方で、地域での社会貢献活動や介護職場でフルタイムや週２～３
　　　　　　　回のパートタイムで働く意欲をお持ちの方

　                                   　【申し込み・お問い合わせ】
　　　                               　（福）三重県社会福祉協議会　福祉研修人材部・福祉人材課　　℡　０５９－２２７－５１６０



◆１日   ふれんＺＯＯ 

   (木）  場 所：神内会館 

    内 容：壁掛けづくり 

    写真を数枚ご持参さいねっ(*’▽’) 

  申込締切 5 月 31日（水）午前中 

◆１６日 ふれんＺＯＯ 

  (金）   場 所：鵜殿交流センター 

    内 容：オリジナルトートバック 

  申込締切 6 月 12日（月） 

  ＊参加は予約制とさせていただきます。 

◆２6 日 あらいぶ 

  (月）  場 所：井田公民館 

     内 容：七夕を楽しもう！ 

      おやつ：お楽しみ 

 ＊参加費は大人も子どもも１００円です 

  但し町外の方は２００円になります 
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①日  時：６月 ７日（水）10 時～12 時 

場  所：鮒田構造改善センター 

   相談員： 田中啓一・屋敷博未（敬称略） 

②日  時：６月 ２１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：榊原富也・樫山惠美（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 

                  窪田美由喜さん  

 時 間： 10:00～11:30   託児あり 

   場 所： 紀宝町福祉センター（要予約８名まで） 

   参加費： ３00 円（2 個） 

   内 容： パクパク小物入れ 

 持ち物： 針・糸・はさみ

                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。 

  

                  

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。 

５日 リズムリトミック 

7 日 やってみようひろば 

１５日 ダンボおもちゃ病院 

２１日 タッチケア 

 子育てサロン 情報 

日 時：６月 ２８日（水） 10 時～15 時 

 場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

 相談員：有城安子・畦越進・梶屋喜一 

                (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６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。 

●６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 

      

     

  

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。 

●６月７・２１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。 

＊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 

神倉神社で開催されるお燈まつり…。まつりで着用する草履

をつくる方が、少なくなっています。長年わらじづくりに携わ

っている古家さんから、作り方を伝承していただきます。興味

があり、今後、継続的に活動できる方の参加お待ちしています。 

●６月７・２１日（水）９時～１５時（1 時間昼食休憩） 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：古家千代子さん（鮒田） 

○定 員：７名  

○参加費：５００円 

○持ち物：よく切れるはさみ 

   藁仕事がしやすい服装（エプロン、三角巾）  

 

 

 

和紙の温かさを感じながら、素

敵な和紙人形をつくります。 

   【落ち葉はき】 

●６月５日（月） 

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 

財団法人三重ボランティア基金

では、ボランティア活動を行う団体

への助成事業を行っています。 

毎年６月１日から３０日までの

１か月間を「三重ボランティア基金

強調月間」と定め、県内各地で募金

活動を実施しています。 

ご協力よろしくお願いいたしま

す。お寄せいただいた寄付金はボラ

ンティア育成と助成等 

に役立てられます。 

問合せ 地域福祉 時松 

 

 


