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情報伝言板

矢渕中学校吹奏楽部が、オープニ
ングを飾ってくれました。

まつりの様子

社会福祉法人
【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）

神園実行委員長のあいさつ

紀宝町社会福祉協議会

まつりの様子

お問い合わせ一覧

【本所・鵜殿事業所】

【アプローチ事業所】

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
・・・・・・・・・・・・・・・・

就労続支援（Ｂ型）事業

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

３月１１日(日)､第１２回社協つれもてまつりが紀
宝町福祉センターで開催されました。よい天候に恵ま
れ､１１００人の来場者とボランティアでにぎわいま
した。つれもてまつりは、みんなが気軽に出かける機
会を作ることで地域の絆を強くし、福祉の輪をひろげ
ようと毎年開催しているものです。
メインイベントでは、語り部ＫＯＢＥ１９９５で語
り部の活動をしている阪神淡路大震災の日に生まれた

まつりを勢いづけた矢渕中吹奏楽部のみなさん

中村翼さんの講演会を行いました。
「私と阪神淡路大震
災」と題し、今回のまつりのテーマ『
「ありがとう」が
あふれるつれもてまつり』にふさわしい、支え合い・
助け合いのありがたさと大切さを、ご自身の両親の経
験を聞いた中村さんに伝えていただきました。
地震発生時、父がお腹の大きい母を支えたこと。避
難所の外で毛布にくるまる母を見て、見知らぬおばあ
さんが車の中に入れてくれたこと。病院に行く道のり
が普段１５分のところを３時間かけて移動したこと。

フリーマーケットもおおにぎわい

ライフラインが遮断されている中、自分が生まれたこ
と。すぐには産湯につかれずに近くの親せきの家で産
湯につかることができたこと。今生きている命は、母
がお腹を痛めて生んでくれ、その母を父が支え、おじ
いちゃん、おばあちゃん、兄姉の支えがあったからこ
そ生まれた命だと語って下さいました。

紀宝町地域福祉活動計画の啓発コーナー

「誰でも何かの役に立つことができる」と語る中村さん

お茶席のふるまい

心配ごと相談所
＜ 時間
住民のみなさんの日常生活上のあらゆる相談に応じ、
適切な助言、援助を行い、地域福祉の増進を図ることが
目的です。相談の内容は秘密厳守させていただきます。
相談員一覧（敬称略）

委員区分

氏

人権擁護委員

学識経験者
民生委員・児童委員

行政相談員

福祉児童相談所

／ 場所 ＞

・通 常 １０～１５時 紀宝町福祉センター
・巡回型
１０～１２時 井田公民館
A 班 １３～１５時 ふれあい会館
・巡回型
１０～１２時 紀宝町福祉センター
B 班 １３～１５時 大里多目的集会施設

名

有城 安子
前地 幸久
大岡 春雄
畦越 進一
保田 啓一
山田 十司
田中 啓一
和田美知代
梶屋 喜一
久原 章作
龍神 弘重

心配ごと相談所開設日程表（第４水曜日＊８月は第５）

上半期

下半期

４月２５日
５月２３日
６月２７日
７月２５日（巡回型）
８月２９日
９月２６日

１０月２４日
１１月２８日（巡回型）
１２月２６日
１月２３日
２月２７日
３月２７日（巡回型）

相談員は毎月の社協だよりでご確認下さい。

＊民生委員の活動です。
開設日：第１・３水曜日

身近な場所で、福祉や児童に関する相談ができる場とし

＊５月と１月⇒第２・３

、

８月⇒第１・４

て、民生委員・児童委員協議会の相談部会委員が巡回型で

開設時間：１０時～１２時

月２回、地域の集会所で開設します。

場所と相談員は毎月の社協だよりでご確認下さい。

紀宝町社会福祉協議会では、第 2 次紀宝町地

ひとりで抱え込んで悩んだりせずに、同じ立

域福祉活動計画(＊) に基づいて取り組みを進め

場の人が気軽に集まることのできる場を開設し

ています。重点項目８『いのちとくらしを守る

ます。特に決まった形はありません。これから、

地域づくり』の“ひきこもり支援”について、

一緒に学び合い、工夫し、創り上げていきまし

社会的にも問題となっている８０５０問題に目

ょう。

を向け、そこを切り口として実態把握を進めて

＊第２次紀宝町地域福祉活動計画は

きました。紀宝町内でも８０５０問題に相当す

紀宝町社協のホームページでご確認下さい。

る世帯があることが分かりました。ひきこもり
状態や不就労の期間が長引くと、生活困窮にな
るおそれや、孤立するおそれが出てきます。北
海道では８２歳の母と５２歳の娘が餓死してい
たというニュースもありました。これは、一つ
の世帯の問題ではなく、地域の問題として考え
ていくべき問題です。

集まりの場開設情報
日

時：平成３０年４月５日（木）
１３時３０分～１５時

場

所：アプローチ邸

紀宝町福祉センター敷地内

（紀宝町鵜殿１０７４－１）

参加費：無料
対象者：家族・本人
お問い合わせ先：☎３２－０９５７（地域福祉係）

2018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
2

内

容

日

曜

日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター）

14

土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

月 ▲社協辞令交付・会長あいさつ（各事業所）

15

日

▲神内サロン（神内農業公園）

16

月

▲井田地下サロン（町内花見）

17

火 ★民生委員・児童委員協議会総会（福祉センター）

▲子育て支援リズムリトミック（福祉センター）
●南京玉すだれふく福（福祉センター）

内

容

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）
18

水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

3

火 ▲井田馬場地サロン（花見）

▲寺子屋広場（福祉センター）

4

水 ★福祉児童相談（福祉センター）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

5

▲井田下り場サロン（井田神社で花見）

★福祉児童相談（井田公民館）

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

木 ▲ひきこもり支援つどいの場（福祉センター）

19

木 ●おもちゃ病院ダンボ（紀宝町福祉センター）

▲井田茶屋地サロン（井田神社で花見）

20

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲成川寄ってっ亭（花見）

21

土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

22

日 ★母子寡婦福祉会総会（紀宝町福祉センター）

23

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

6

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

7

土 ▲鵜殿ぼたんサロン（ふるさと歴史館で花見）
●はっぴーすまいるグループ（福祉センター）

●傾聴ボランティアクローバーの会打ち合わせ（福祉センター）

24

火 ●サークルほほえみ総会（紀宝町福祉センター）

8

日 ★熊野水軍祭（まなびの郷）

25

水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

9

月

26

木 ★手をつなぐ親の会総会（福祉センター）

10

火 ▲大里サロン（親水公園花見）

11

水 ▲井田上野サロン（熊野市）
▲やってみようひろば（福祉センター）

12

13

★身体障がい者福祉会総会（那智勝浦町）
27

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

28

土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

木 ▲うどのたんぽぽサロン（中央公園花見）

■スペシャルおはなし会（鵜殿図書館）

●男流ダンボ料理教室（福祉センター）

29

日 （昭和の日）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

30

月 （振替休日）

金 ▲鵜殿すみれサロン（紀北町）
●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。

一般財団法人吉田福祉基金様より

軽自動車（1台）を寄贈していただきました
去る、平成３０年２月９日（金）１３：００から
多気町四疋田の吉田福祉基金会館にて、
贈呈式がありました。
本年度は、県内４１老人福祉施設に福祉
機器の贈呈があり、本会もその内の１法人
に選ばれました。
この車両は、介護保険事業で大事に使用
させていただいています。
本当に、ありがとうございました。

２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

ふれんＺｏｏ・あらいぶ
４月はお休みします。

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！

１８日

講師

タッチケア

１５日 ダンボおもちゃ病院

本館千子先生
時 間： 10:00～11:00

時 間： 10:00～11:30

ああああああああああああ
会 場： 紀宝町福祉センター

場 所: 紀宝町福祉センター 2 階 交流室３

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。

１１日

やってみようひろば

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。

講師
のぶ 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６名まで）
参加費： 1 組 ４００円
内 容： 靴下ゴムで作る
エコ座布団

①日 時：４月 ４日（水）10 時～12 時
日

時：４月２５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・山田十司・龍神弘重
(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

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿）
相談員：田中孝史・樫山恵美（敬称略）
②日 時：４月１８日（水）10 時～12 時
場 所：井田公民館
相談員：谷口久治・屋敷博未（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４月２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。

昔の着物の可愛いい布をリメイクし、ミニちゃんちゃんこを
作ります。直線を手縫いで縫っていきます。みなさん、ぜひ参
加してください。
（３月に申込された方はご遠慮ください！）
●４月１８日（水）13 時～16 時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：植野洋子さん（鵜殿）
○定 員：７名
○参加費：５００円
○持ち物：裁縫道具

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４日（水）１８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

［竹の子ご飯と
旬菜の天ぷら］
団塊世代の男性を対象に食の自
立を応援します。
●４月１２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

●全日程 6 日間（講義３日間、施設
体験２日間、交流会１日）
＊施設体験は後日日程を調整します
受講対象者
概ね７５才までの高齢者で三重県
内に居住する人で、地域でのボラン
ティア活動や介護職場で働く意欲
をお持ちの方。又は、介護を学ぶ意
欲をお持ちの方。

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。

参加費及び定員
参加費 無 料
定 員 ３０名
開 場 熊野市文化交流センター
お問い合わせ・申込
三重県社会福祉協議会
三重県福祉人材センター
「シニア生きいきチャレンジ教室」
☎059－227－5160

登録ヘルパー随時募集中！

