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放課後児童クラブ「きほっこ」

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・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
・・・・・・・・・・・・・・・・

就労続支援（Ｂ型）事業

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）

法人運営/地域福祉/放課後児童ｸﾗﾌﾞ
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/

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

（活動開始３年目）

（会長

新年 あけまして おめでとう ございます。
皆様方には、社会福祉協議会の各種事業にご理解とご協力をいただ
き、厚くお礼申し上げます。
社会福祉協議会では、平成２７年度に第２次紀宝町地域福祉（活動）
計画を策定し、計画の基本理念であります『みんなが ふだんのくら
しを しあわせに感じる まちへ』の計画実現に向かい、活動を開始
上平善一） して３年目を迎えようとしています。

子どもから高齢者まで、住民誰もが住み慣れた地域で、助け合いな
がら、元気に安心して暮らせる「共に生きる社会づくり」を目指し、取り組んで参りたい
と思っております。
社会福祉協議会は、安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進するために、
介護サービスが制度化される以前から、地域住民のニーズに対応して、先駆的に在宅福祉
サービスに取り組んで参りました。
また、平成２７年度の介護保険制度改正に伴い、高齢化のピークとなる２０２５年を見
据えた様々な改革が行われていますが、なかでも、介護予防給付の見直しと地域支援事業
の再編については、介護サービス事業だけではなく、社会福祉協議会が使命として推進し
てきた地域福祉全体に影響を及ぼすものです。
この様な状況の中で、経営の継続を図ると同時に地域福祉活動と連携した社会福祉協議
会らしい事業を展開していく必要があり、本会の介護サービス事業は大きな岐路に立って
いるといえます。
これからの社会福祉協議会における介護サービス事業のあり方について、介護サービス
の経営改善等について、理事会や評議員会で真剣に、そして、慎重に検討しなければなり
ません。
昨年度の地域福祉活動計画の取り組みの中で成川地区の皆様から、「たまり場」の設置
の要望があり、『寄ってっ亭』を開設しました。２９年度は、井田地区、神内地区、大里
地区と「懇談会」を開催し、地域の実情に合った、たまり場、つどう場等を検討していき
たいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。
就労継続支援（Ｂ型）事業所「アプローチ」事業につきましては、年々厳しい経営が続
いております。特に「福祉の店アプローチ」につきましては、地域の高齢化等に伴い来客
数も減ってきておりますが、宅配・移動販売や手作りパンの販売等（外販）の充実拡大に
努めております。 今後も、今まで以上にご利用いただきますようお願い申し上げます。
最後に、皆様方のご多幸とご健勝を心よりご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせ
ていただきます。
２０１８年

元旦

紀宝町ボランティア・市民活動センターは、旧紀
宝町と旧鵜殿が合併した平成 18 年から 1 年間の計

日 時

１２時～

画期間を経て、平成 19 年 5 月に設立し、今年で１
０年を迎えました。センターには現在 92 団体、
3,900 名（延べ）の方が登録し活動しています。
紀宝町では、ボランティア・市民活動を活発に行
っていますが、今後の課題として後継者・担い手不
足の問題が挙げられます。そこで、シニア世代・若
い世代の方の参画が必要になってきています。今ま
での状況、現状、これからどのようにしていけばい

平成３０年２月４日（日）
１３時

場 所
内 容

開場・受付
開会（１６時閉会）

生涯学習センター

「これまでの 10 年

まなびの郷

これからの 10 年」

記念講演 牧里毎治氏
（関西学院大学 名誉教授）
パネルディスカッション
登録団体による活動報告

いのか、また、紀宝町の明るい未来に向けて、一緒
に考えてみませんか？
問合せ 地域福祉係 時松・鈴木

開会前のアトラクションでは、地域の方による「平
尾井踊り」を披露していただきます♪。大抽選会など
お楽しみもあります(^^♪
皆さん、お誘い合わせのうえ是非お越し下さい。

紀宝町では、
『ふれあいいきいきサロン』が、町内

を成川上地多目的集会施設で、月に２回開催していま

27 カ所（4 箇所休止中）で設けられ、高齢者等が、

す。成川全域の高齢者を対象として、介護予防の視点

地域で孤立しないための住民同士の自発的な支えあ

を大事にして、軽い運動等も行っています。今では、

い活動が、継続されています。

徐々に増え、参加者は３０名程度です。

サロンの運営は、地域のボランティアスタッフが

今後『住まいの近くで気軽につどえる場』を増やし

行い、社会福祉協議会では、運営費の助成や、ボラ

ていって、『住み慣れた地域でいつまでも元気に暮ら

ンティアスタッフの研修・交流事業等、運営の側面

していくこと』が望まれています。地域でこのような

支援を行っています。ボランティアスタッフには、

取り組みがしたい等、興味がある方は、一度下記の研

開設当初から、何十年も携わっていただいている方

修会や、次世代型ホームヘルパー講座（P7）に参加

から、最近、加わった方まで、様々ですが、皆さん

してみませんか。

『自分の住んでいる地域のため・・』という思いで、
続けてもらっています。中には、継続が難しく、休

研修会『新地域支援事業とは（仮題）』

止となっている地域もありますが、ボランティアス

日 時: 平成３０年１月２５日（木）

タッフの協力を得て、また、再開できればとも思っ

１３時３０分～（１時間程度）

ています。しかし、
『担い手不足』は、大きな問題と

場 所：紀宝町福祉センター 多機能室

なってきています。

講 師：蒔田 勝義氏

『ふれあいいきいきサロン』とは、また違った形で、
平成 28 年１２月～『寄ってっ亭』という集いの場

（高田短期大学

非常勤講師）

参加ご希望の方は、地域福祉係まで

■紀宝町社協ホームヘルプサービスの紹介■■■
サービス提供時間

月曜日～金曜日 （要相談） 8：00～１８：００

【訪問介護とは】
介護職員（ホームヘルパー）がご自宅にお伺いし、ケアプランに沿って、日常生活の
お手伝いをします。
住み慣れご自宅で、その人らしい生活を続けていただくために
自立のお手伝いをさせていただきます。
【サービスの特徴】
●●身体介護サービス●● 身体介護料金 ３０分 ２４５円
食事や入浴、排せつ介助など、起床から就寝の中で、身体に直接触れる介助を行います。
着替え、洗顔、歯磨きなど、生活動作をサポートさせていただきます。
●●生活援助サービス●● 生活支援料金 ４５分 １８３円
掃除、洗濯、調理などの日常生活のお手伝いをします。
ご自分でできることは継続していただく中で、買い物や薬の受け取りの代行など、
困難なことをサポートします。
★サービス内容、回数、時間はケアマネジャーさんと相談していただき、計画書に
基づき提供させていただきます。

●●さんは、お味はいかがですか？！
いつも美味しいよ（＾＾）
ありがとう！！

おしゃべりも楽しみの一つ！！

■紀宝町社協デイサービス「神内事業所」の紹介■■■

サービス提供日

こんな悩みありませんか？

月曜日～土曜日

例えば、仕事や育児、自分の時間を作るために、１日（日帰りで）預かってもらいたい。
例えば、ひとり暮らし又は老々介護等なので、自宅での入浴が難しい。
例えば、被介護者が閉じこもりがちなので、他者と楽しく過ごしながら介護してほしい。
例えば、介護サービスを利用するのは、近所への対面上、恥ずかしい。
［通所介護とは］
通所介護（デイサービス）とは、日帰りで施設に通い、食事や入
浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービ
スです。施設で他の利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、
また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。

デイサービス１日の過ごし方（要介護１～５）
８：４５

お
迎
え

９：３０

チバ
ェイ
ッタ
クル

９：４５

(午後有)

入
浴

リ
ハ
ビ
リ

１２：００

昼
食

１３：３０

１５：００

趣カ
味ラ
活オ
動ケ

レ
シク
ョリ
ンエ
ー

１５：３０

お
や
つ

１６：３０

お
送
り

１日あたりの費用
要介護１（１割負担）の方が１日過ごされた場合（７時間以上９時間未満）
通所介護

食費

入浴

リハビリ

提供体制

1 日あたり

６５６円

５９０円

５０円

５６円

６円

１，３５８円

デイサービス・ヘルパーを利用するまでの流れ
１．担当ケアマネジャーにサービス利用の相談をする。
２．事業所の見学や内容を聞いていただき申し込みをする。
３．ケアプランを作成してもらう。
４．契約後、サービスの利用開始。
場所：紀宝町神内２７７－２ 紀宝町神内福祉センター内
TEL：０７３５－３２－２０２３

よろしく
お願いします。

2018年1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

日

曜

1

月 元日

17

水 ▲子育て支援 タッチケア（福祉センター）

2

火

★福祉児童相談（大里多目的集会施設）

3

水

★福祉連絡会役員会（福祉センター）

4

木 仕事はじめ

■いっぷく亭（大里多目的集会施設）

5

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

6

土 ●はっぴぃすまいる（福祉センター）

★身体障がい者福祉会レク大会（福祉センター）

7

日

■杉山亮さん「ものがたりライブ」（鵜殿図書館）

8

月

9

火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）

18

19

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

★民児協ブロック別研修(尾鷲せせらぎホール）
■赤ちゃんおはなし会：申し込み制（鵜殿図書館）

水 ■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町）

20

土 ■読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館）

★福祉児童相談（北桧杖多目的集会施設）
11

容

木 ▲井田下り場サロン（下り場集落センター）

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター）
10

内

■べっこう餅をつくろう（まなびの郷）

木 ■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

21

日

22

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

12

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

23

火

13

土 ▲鵜殿さつきサロン（那智勝浦町）

24

水 ●寺子屋広場（福祉センター）

▲鵜殿牡丹サロン（古座川町）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

▲心配ごと相談（福祉センター）

14

日

15

月 ▲成川寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

16

25

木 ▲新地域支援事業研修会(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）

▲高齢者地域見守り隊啓発活動（マル井マート）

26

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

火 ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

27

土 ●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）

●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）
★民生委員児童委員協議会役員会・定例会(福祉センター）

1

6

日

29

月 ●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）

▲井田地下サロン（地下集会所）

◆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

28

30

火 ▲成川飯盛サロン（飯盛多目的集会施設）

31

水 ■消費者問題研修会(紀宝町役場）

4

1

6

１７日

タッチケア

講師
本館千子先生

次世代型ホームヘルパー講座
この講座の目的は、ボランティアや市民活

時 間： １０時～１１時
会 場： 紀宝町福祉センター

動といった地域福祉の担い手や、介護現場に

参加費： 町内 1 組 800 円、町外１組 1,000 円

おける担い手が不足する中で、フォーマル・

内

インフォーマルのそれぞれの担い手となりう

や

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

る人材を確保するものです。

す。

【対象者】
○ボランティア

○市民活動

その他の子育て支援事業、

○お互いさん事業担い手となりうる方

子育てサロン、
おもちゃダンボ病院等は、
1 月お休みです！！

○福祉就職希望者

○家族介護者

○介護に関心のある方 ○協議体メンバー
○その他、担い手の可能となりうる方
【日時】 平成３０年２月～３月で調整中
【場所】 紀宝町福祉センター
【内容】 ３日間（１日３時間程度）
＊調整中

あたたかい善意をありがとうございます。

【参加費】無料

福祉向上のため活用させていただきます。

【その他】希望があれば、託児も行います
(事前申し込み必要です)

三重南紀農業協同組合

様

*詳細決まりましたら、再度、チラシを町内回
覧でまわさせていただきます。
【問い合わせ先】
☎地域福祉係（３２）０９５７ 鈴木まで

日

時：１月２４日（水）１０時～１５時

場

所：紀宝町福祉センター

① 日時：１月１０日（水）10 時～12 時
場所：北桧杖多目的集会施設

相談員：前地幸久・山田十司・畦越進

(敬称略)

相談員：聖谷眞美・濵口 啓
（敬称略）
② 日時：１月１７日（水）10 時～12 時

＊相談は無料です
＊相談内容については、秘密を厳守しま
す

場所：大里多目的集会施設
相談員：和田美知代・鈴木喜代治
（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。

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１月４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。

「でんがく」とは、もともと能の田楽からきたもので、竹串
を打った豆腐が白装束を着て能を舞う姿に、にていることから、
でんがくと呼ばれるようになったと言われています。
簡単に作れます。是非、ご参加くださいね！
●１月２４日（水）１０時～１２時
○場 所：福祉センター
○講 師：大野 瑞穂さん（鵜殿）
○定 員：１５名
○参加費：３００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

福祉センター２階で常時開設している、手づく
りバザーの作品を、２月４日（日）開催する１０
周年記念イベントに出店することになりました。
素敵な作品を作り販売してみませんか？なお、作
品の１割はボランティア基金に寄付していただ
き有効に活用させていただきます。
ぜひ、皆さんご協力ください！
（締切り １月２６日（金）
１階事務所まで、ご持参ください。）

●１月２４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

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！

江戸時代の絵図等を参考に、梶鼻
大岩横～堤谷尾根越～鵜殿の私場
跡の道の伝説・史跡跡を歩こう。
会員外の方の参加も大歓迎！
途中一部だけの参加も大歓迎！
●日 時 １月１８日（木）
９時～１２時
●集 合 梶鼻大岩横（井田側）
●解 散 矢渕中学校入口部
●参加費 無料 ●申込み 不要
●問合せ 町老連会長 大西
090－8132－1327

