
 

Ｐ１ ボラ市民１０周年イベント 

Ｐ２ ボラ市民 

ひきこもり支援講演会 

Ｐ３ つれもてまつり 

   大里地区懇談会  

Ｐ４ カレンダー 

Ｐ５ 子育て・相談所・寄付報告 

Ｐ６ 情報伝言板 

 

   

    

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 【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・訪問入浴 

         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） 

【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/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/ 

【アプローチ事業所】 

就労続支援（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 

詳しくは、 

P２に掲載！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516063149/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3BhcmsxOC53YWt3YWsuY29tL35vc3lhcmUvc2FrdXJhL2tvLWtha3VzYWt1cmEuZ2lm/RS=^ADBuI3eR1ZllP_CfqdJiM6DuZaD6mY-;_ylt=A2RinFct.Fta6TIAphqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494463909/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2ctaW1ncy01Mi1vcmlnaW4uZmMyLmNvbS9oL2kvay9oaWthcmkwMzU4L3Byb2ZpbGUuanBn/RS=^ADB.69_HM5H.agft6ajcPvoXqauNDg-;_ylt=A2RCKwIkZBJZ22kAKhOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516063149/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3BhcmsxOC53YWt3YWsuY29tL35vc3lhcmUvc2FrdXJhL2tvLWtha3VzYWt1cmEuZ2lm/RS=^ADBuI3eR1ZllP_CfqdJiM6DuZaD6mY-;_ylt=A2RinFct.Fta6TIAphqU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1516081212/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tZWRpYS1leHAyLmxpY2RuLmNvbS9tcHIvbXByL3Nocmlua25wXzIwMF8yMDAvQUFFQUFRQUFBQUFBQUFld0FBQUFKR0ZrTWpNMFl6Tm1MVEV5WVdRdE5EUm1PQzFoTmpoakxUQTJObU5qWW1FeFpUaGhZdy5qcGc-/RS=^ADBZzrTzPnOlIzi2r0PTZiYqdfkgyg-;_ylt=A2RCL6m7Plxa4ygArgWU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ「紀宝町ボランティア・市民活動セン

ター創設１０周年記念イベント」が開催されます。

今までの振返りや、今後の展望を一緒に考える機

会をもつことを目的に開催します。皆さん、ぜひ

ご参加ください。 

 

 

 

 

問合せ 地域福祉係 時松・鈴木 

  

 

  

 １２時  開場・受付 

 １２時３０分～５０分 アトラクション  

    白河法皇の御前で村人達が 披露したとい 

    われる「平尾井踊り」披露 

 １３時  開  会 

・開会挨拶、来賓挨拶 

   ・感謝状贈呈 

 １３時３０分～ 〈一 部〉 

   ・記念講演  

 １４時３０分～ 〈休 憩〉 

   ・オリジナル DVD上映 きらめきホール 

   ・甘酒のふるまい 玄関先ロビー 

 １４時４５分～ 〈二 部〉 

   ・ボランティア意識調査アンケート報告 

   ・パネルディスカッション 

 １５時４５分～ 

 クロージング、お楽しみ抽選会！ 

   ☆１１時～１６時 出店ブースを開設☆ 

 

日時 平成３０年２月４日（日） 

       １３時～１６時 

場所 生涯学習センターまなびの郷  

      きらめきホール 

 

 

 

 

創設１０周年を記念し、「紀宝町ボランテ

ィア・市民活動センター」の愛称を募集しま

す。 

応募方法：記念イベント、つれもてまつり、

福祉センターで応募用紙を準備して

います。   

募集期間：平成３０年２月４日（日） 

          ～３月３１日（土） 

＊平成３０年度 ボラ市民総会で発表！！ 

 

 

 

 

ひきこもり支援について講演会を開催しま

す。今回は、訪問診療を行うクリニックルピ

ナス所属の岩谷医師を講師にお招きし、家の

中と外とのつながりなど、悩みをお持ちの方

の今後のヒントとなる内容となっています。

関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご参加下

さい。 

○内容 ・講演（岩谷医師） 

・取り組み紹介 

①相談室ラルゴ 

②つぼみの会  

・ミニシンポジウム 

日にち 平成３０年２月２４日（土） 

時 間 １３時３０分～１５時３０分 

場 所 紀宝町福祉センター（鵜殿 1074-1） 

講 師  精神科医師 岩谷 潤 氏 

クリニック ルピナス ／ 

メンタルヘルス診療所 しっぽふぁーれ 

協 力 特定非営利活動法人 ネオ 

    つぼみの会 

 

申込締切 ２月２０日（火）１７時まで 

＜お問い合わせ・申し込み先＞ 

地域福祉係 鈴木・登立・時松 

☎（０７３５）３２－０９５７ 

参参加加者者 

大大募募集集！！ 



 

 

 

                            

 

  

       

         

                              

                                 

                       

                                           

                       

       

 

 

 

        

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆◆ まつりへの送迎を行います ◆◆ 

 

会場への移動手段がない方は、送迎を事前にお

申し込み下さい。 

（コース） 

●浅里―瀬原‐北桧杖―成川方面 

●桐原―相野谷―神内方面 

●井田―鵜殿方面 

●高岡―鮒田方面 

＊行きは、9 時前後、帰りは、センター１５時

発（予定）となります。 

 申し込み締め切り 2月２３日（金） 

  

◆◆ フリーマーケットの出店者を募集 ◆◆ 

 

時 間：10時 30分～13時 

応募資格：紀宝町内在住の大人の団体等 

  （子どもの出店は学校を通じて行います） 

その他：広さは 1団体 1畳程度です。 

・出店数に限りがありますので、多い場合は、

抽選となります。 

・準備、後片付けは各自でお願いします。 

・事前申し込みが必要です。 

申し込み締め切り  

２月１６日（金） 

◆◆ 各ブース出店者募集 ◆◆ 

●まんぷくエリア（食のブース） 

●あそび、まなびエリア（体験型ブース） 

●ふれあいエリア（バザー、販売等） 

各エリアのブース出店者を募集します。 

応募資格：紀宝町在住の大人の団体等 

・出店数に限りがありますので、多い場合は、

抽選となります。 

・準備、後片づけは各自でお願いします。 

・2 月５日（月）までにブース計画書を出して

いただきたいので、事前にご連絡下さい。 

  

  

 

◆ 開催日時 

平成３０年３月１１日（日）   

１０時～１５時 

◆ 開催場所  

 紀宝町福祉センター 

  平成２９年度は、井田地区・神内地区・大里地区

で『ふくし地区懇談会』を実施を予定しました。井田

地区・神内地区は終了し、２月に大里地区での実施を

計画いたしました。『ふくしに関すること』『地域での

困りごと』など、皆さんのご意見・ご要望等をお聞き

する機会になればと思っております。ご近所お誘い合

わせの上、ご参加下さい。 

    連絡先 （３２）０９５７ 地域福祉係 

 開催日時 平成３０年２月２４日（土） 

      １０時～１２時 

 開催場所 大里多目的集会施設 

 ★大里地区にお住いの方お待ちしています。 

 ★話し合いの後、『たこ焼きパーティー』『お楽

しみ抽選会』『ストラックアウトゲーム』等もあり

ます。 

 ★送迎等必要な方はお申し込み下さい。 



　　　2018年2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 ●災害対策会議（福祉センター）

★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） 15 木 ●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

2 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター） ■介護予防講演会（まなびの郷）

■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館） ■高齢者地域見守り隊啓発活動（町内）

3 土 ▲オープンカフェお休み 16 金 ▲子育てサロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

　 　 ●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）

■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館） 17 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター）

▲鵜殿ほだんサロン（ふるさと歴史館） ★四郷地区（伊勢）まちづくり協議会視察研修（紀宝町役場）

4 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） 18 日 ■文化講演会・竹田恒泰氏（まなびの郷）

▲ボラ市民１０周年記念イベント（まなびの郷） 19 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

★みんなのマルシェ（まなびの郷） ★共同募金運営委員会（福祉センター）

5 月 ▲神内サロン（神内会館） 20 火 ★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

▲リズムリトミック（福祉センター） 21 水 ●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

▲寺子屋広場（福祉センター） ●寺子屋分校和紙人形教室（福祉センター）

●南京たますだれ福ふく（福祉センター） ★福祉児童相談（井田公民館）

6 火 ▲大里サロン（大里多目的集会施設） ■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

7 水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター） 22 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター） ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

★福祉児童相談（福祉センター） 23 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

8 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（駅前旧教員住宅） 24 土 ▲大里地区ふくし懇談会（大里多目的集会施設）

●男流ダンボ料理教室（福祉センター） ▲ひきこもり支援講演会（福祉センター）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

9 金 ▲鵜殿すみれサロン（那智勝浦町） ■おはなし会（鵜殿図書館）

■権利擁護研修会（御浜町役場） 25 日 ■沢田知可子コンサート（まなびの郷）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター） 26 月 ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

★吉田基金車贈呈式（多気町） ●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）

10 土 ●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）

■絵本作家あべ弘士さんワークショップ＆講演会（鵜殿図書館） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

11 日 建国記念日 ■ルーラル電子図書活用講座（鵜殿図書館）

12 月 振替休日 27 火 ▲社協つれもてまつりブース説明会（福祉センター）

13 火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館） 28 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

14 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） ▲社協つれもてまつり実行委員会（福祉センター）

▲子育て支援やってみよう広場（福祉センター）

　▲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。

◆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。

◆目的
今日、多くの視覚障がい者がIT機器を活用し、
インターネットなどを利用して、さまざまな情報を
得ることができるようになりました。

しかしながら、視覚障がい者がパソコンやスマ
ートホンを利用する場合、さまざまな設定やトラ
ブルなど、独力で解決することが難しいのが現
状です。そのため、身近なところで、専門技術を

持った者の支援・協力が、必要不可欠となって
います。
そのような問題を解決するため、パソコン指導
ボランティア養成講習会を開催し、視覚障がい
者の情報環境改善の一助とします。

◆開催日時
平成30年2月19日（月）パソコンコース
平成30年2月26日（月）スマートホンコース

＊原則両日参加 10時～15時

◆開催場所 三重県視覚障害者福祉センター
◆受講対象者
①県内に居住し、視覚障がい者福祉に理解と
熱意のある方

②視覚障がい者へのパソコンサポートに関心
がある方
③Windowを使える方

◆申し込み先 （締め切り2月9日（金）まで
三重県視覚障害者センター（担当：大澤）
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①日 時：２月 ７日（水）10 時～12 時 

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

  相談員：榊原富也・樫山恵美（敬称略） 

②日 時：２月２１日（水）10 時～12 時 

  場 所：井田公民館 

  相談員：梶屋喜一・森倉賢一郎（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 

                室谷 鉄士 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１０名まで） 

   参加費： 1 組 ８００円 

   内 容： エコクラフト 

        買い物カゴ 

 

 

10 時～11 時 30 分 

★ 参加費：大人も子ども 100 円 

 １日 ふれん ZOO （申込み締切り 1 月３１日） 

  （木） 場 所： 神内会館 

      内 容： 節分 

      おやつ： お楽しみ 

  １６日 ふれん ZOO （申込み締切り 2 月 14 日） 

  （金） 場 所： 鵜殿交流センター 

      内 容： 手形で小物作り 

    （汚れてもいい服装でお願いします） 

      おやつ： お楽しみ       

2６日 あらいぶ        

  （月） 場 所： 井田公民館 

      内 容： ひな祭りを楽しもう 

      おやつ:   お楽しみ 

 

 

 

 

                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 

14 日 やってみようひろば 

１５日 ダンボおもちゃ病院 

7 日 タッチケア 

 子育てサロン 情報 

日 時：２月２８日（水） 10 時～15 時 

 場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

 相談員：保田啓一・龍神弘重・和田美知代 

                (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２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。 

●２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。 

●２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。 

２月１４日はバレンタインですね。今月は、いろいろなシ

ュガーを閉じ込めたクッキーに、アイシングでデコレーショ

ンしたお菓子を作ります。気楽に参加して下さいね(*’▽’) 

●２月５日（月）1０時３０分～１１時３０分 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：森岡あゆみさん（井田） 

○定 員：１０名 

○参加費：５００円 

○持ち物：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。（18㎝） 

●２月２１日（水） 

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） 

○参加費：1,０00 円 

○持ち物：はさみ・ボンド・      

     ピンセット・さし 

＊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 

 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。 

 

 


