
 

P1 はっぴぃ・すまいる 

P2 ３０年度事業計画、人事異動 

 

P４ 寝具丸洗い、移動販売 

P５ 共同募金 

P６ カレンダー、集まりの場 

P７ 子育て支援 

P８ 情報伝言板 

 

 

   

   Ｐ3 活動内容、30 年度予算 

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

     

 

 

【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 

TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ） 

【鵜殿事業所】 

総務・地域福祉事業

〒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 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

総務・地域福祉/放課後児童クラブ 

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 

 

鵜殿小学校３年生以上の皆さん！一緒に活動

しませんか？大人のボランティアと毎月楽しく

活動しています。詳しくは、学校でもらったチ

ラシで確認して下さい。 

活動日 毎月第１土曜日 9時～12時 

場 所 福祉センター（鵜殿） 
メンバー集合！今から、 

お誕生日カードをお届けしま～す💛 

 毎回、楽しくお誕生日カードに

飾る折り紙を折っています。 

 



     

 

 

 

去る、平成３０年３月２７日（火）に紀宝町社会福祉協議会 理事会および評議員会 

を開催し、平成３０年度 事業計画及び事業予算等が、それぞれ承認され決定致しまし 

たので、主な点を抜粋し、次のとおりご報告いたします。 

【基本方針】 

これまでの地域社会では、住民同士のつながりや助け合いを日々の暮らしの基本としていたものが、

近年個人の主観性が尊重され、価値観が多様化する中で、思いやりの精神が失われつつあります。 

    更には、核家族化と少子高齢化の進展により、多種多様な問題、課題が次々と提起されてきてい 

   ます。このような中で、本会は、次のことを積極的に取り組みます。①機能的で柔軟な組織となる 

   様、機構改革を行ないます。（本所：法人運営係と鵜殿事業所：地域福祉係を統合し、鵜殿事業 

   所：総務・地域福祉係とする。）②事務分掌をより明確にし、効率的、合理的な業務体制となる様、 

   見直しを進めます。③業務が増加、複雑化する中で、限りある職員数で対応しなければならないた 

   め、全員が、任務に対して高い意識と自覚・責任を持って取り組んでいく必要があります。 

特に、平成２７年度に策定し、平成２８年４月から活動を開始した「第 2 次地域福祉活動計画」

も３年目を迎えます。町民の皆さんが、お互いに助け合いながら安心して幸せを感じ、生活できる地

域社会の環境作りに、引き続き努力して参ります。 

一方、障害者就労継続支援事業につきましては、店舗売上等の収入状況が厳しくなる中で、業務の

改善による経費の節約、「浅里キャンプ場の物品搬入」や「菌類・植物栽培」等の新規事業に取り組

むとともに、利用者の充足に努めて参ります。 

介護保険事業につきましても、本年度の介護保険法の改正で、介護報酬の収入状況が更に厳しくな

る中で、営業時間の延長や利用増員獲得に努め、工夫を凝らし、今後も、安全、安心な介護サービス

の提供を行い、利用者の信頼を得られるよう努めます。 

 

 

       

 

      

     平成３０年４月１日付で、下記のとおり人事異動を行いましたのでご報告します。 

   【異動職員】 

    ■木村 順次  法人運営係より、居宅介護支援係へ（ケアマネジャー及び特定相談支援業務）       

    ■西那 久美  居宅介護支援係より、総務・地域福祉係へ 

   【退職：嘱託職員】 

①平成３０年３月３０日付 ◆山本多恵子（アプローチ店係） 

     ②平成３０年３月３１日付 ◆杉岡 敏典（アプローチ係：退職→再雇用） 

◆中道眞規子（居宅介護支援係：臨時再雇用）、◆川原 智子（居宅介護支援係：臨時再雇用） 

◆石垣 清美（訪問介護係：登録ヘルパー再雇用） 

◆岡 久美子（通所介護・訪問入浴介護係）、◆久保 栄一（アプローチ店係） 

 

今年度も 

よろしくお願

い致します。 



　１．社会福祉協議会の基盤強化

　２．地域福祉の取り組み

　　　⑫福祉の店販売業務　⑬パン製造販売　⑭たまり場接客　⑮宅配・移動販売事業　⑯浅里キャンプ場への物品搬入他

　　　⑦紀宝町共同募金委員会   ⑧紀宝町災害見守り体制連絡協議会　⑨紀宝町福祉連絡会

（千円） 割合 （千円） 割合

800 0.2% 196,256 52.9%

500 0.1% 25,831 7.0%

52,562 14.2% 23,776 6.4%

24,111 6.5% 95,480 25.7%

10 0.0% 1,750 0.5%

1,992 0.5% 40 0.0%

6,902 1.9% 10,040 2.7%

161,993 43.6% 66 0.0%

68,547 18.5% 1,538 0.4%

42,248 11.4% 457 0.1%

1,812 0.5% 拠点区分間繰入金 4,712 1.3%

6 0.0% サービス区分間繰入金 3,317 0.9%

1,368 0.4% その他の活動による支出 7,888 2.1%

457 0.1% 予備費 186 0.1%

4,712 1.3% 合　　計 371,337 100.0%

3,317 0.9%

371,337 100.0%

　　　①理事会・評議員会の開催　②役職員の資質向上　③広報活動　④財政基盤の安定　⑤その他

　　　①地域福祉活動計画の推進　②生活支援サービス体制整備事業　③地域支えあいボランティアサービス事業

　　　④スーパーカー事業　⑤サロン事業（いきいきサロン、子育てサロン）

　　　⑥生活困窮者自立支援法における取り組み　⑦三重県社会福祉協議会「生活福祉資金」の協力

　　　⑧法人後見受任への取り組み　⑨日常生活自立支援事業　⑩相談機能の強化　⑪心配ごと相談事業

　　　⑫研修会等の実施　⑬配食サービス事業　⑭防災・減災に関する取り組み　

　　　⑮子育て支援事業（たまり場の提供、親子教室等の開催）　⑯学童生徒ボランティア啓発事業　

　　　⑰放課後児童クラブ「きほっこ」事業　⑱紀宝町「助け合い金庫」事業

　３．ボランティア・市民活動センター事業
　　　①センター機能の充実　②役職員等資質の向上　③ボランティア講座等　④広報啓発事業

　　　⑤リサイクルバザー　⑥助成金等による活動支援

　４．町からの受託事業
　　　①放課後児童クラブ　②災害見守り体制連協の運営　③生活支援・介護予防サービス体制整備事業　④寝具等洗濯乾燥消毒　

　　　⑤高齢者生きがい活動支援通所事業　⑥日中一時支援事業　⑦軽度生活支援事業（ヘルパー派遣）

　５．各種介護サービス事業
　　　①訪問介護事業　②福祉有償運送事業　③訪問入浴介護事業　④通所介護事業

　　　⑤居宅介護支援事業　特定相談支援事業、障害児相談支援事業　他（介護予防サービスも含む）

　６．総合支援事業「アプローチ」及び福祉の店「アプローチ」（就労継続支援（Ｂ型）事業所）
　　　①福祉センター清掃　②焼き菓子作り　③オープンカフェ　④コーヒーの提供　⑤水耕栽培・販売　⑥みかん袋の加工・修繕

　　　⑦災害救援自販機の設置　⑧空き缶リサイクル作業　⑨菌類・植物栽培　⑩各種イベントでの参加交流　⑪研修

　７．各団体関係事業（事務局担当）
　　　①紀宝町民生委員児童委員協議会　②紀宝町老人クラブ連合会　③紀宝町身体障がい者福祉会

　　　④紀宝町母子寡婦福祉会　　　　　⑤紀宝町手をつなぐ親の会　⑥紀宝町遺族会　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■平成３０年度　紀宝町社会福祉協議会　予算

●収入の部 ●支出の部

会費 人件費

寄附金 事業費

経常経費補助金 事務費

受託金 就労支援事業

貸付事業 共同募金配分金事業費

事業収入 分担金

負担金 助成金

介護保険事業 負担金

就労支援事業 積立資産支出

障害福祉サービス等事業 事業区分間繰入金

助成金

受取利息配当金

その他の収入

事業区分間繰入金

拠点区分間繰入金

サービス区分間繰入金

合　　計 ※今年も引き続き、経費節減に努めます。



 就労支援事業所アプローチでは、「アプロー

チ」と「福祉の店 アプローチ」にて、障がい

者の方が、様々なかたちで、就労する場を提供

しています。 

 「福祉の店 アプローチ」では、主に店舗で

の販売、パンの製造販売、たまり場での接客業

務、移動販売、宅配販売等に携わってもらって

います。 

 今回は、移動販売について、もっと多くの方

に利用していただきたく PR させて頂きます。 

何かわからないことがありましたら、福祉の店

まで、お問合せ下さい。 

 福祉の店 ０７３５（３２）０１４３ 

 もしくは ０８０－２４４９－２９７９ 

【移動販売地区一覧表】 

火曜日（成川方面 午後） 

◆中村：元 JA 跡地➡ 中村：元成地商店前➡ 上

地：原田様宅前➡ 鮒田構造改善センター➡ 

成川保育所 

水曜日（平尾井、阪松原、大里方面 午後） 

◆阪松原生活改善センター➡ 平尾井：高齢者生産

活動センター➡ 大里多目的集会施設➡ 

大里郵便局近く 

木曜日（井田方面 午後） 

◆井田公民館➡ 茶屋地➡ 地下集会所近く➡ 

地下岩口様宅前➡ 上野こども公園➡ はせで 

団地 

金曜日（鵜殿上野貯水前 第１，３，５） 

土曜日（鵜殿 10:35～午後） 

◆ふるさと歴史館➡ なかよし公園➡ 玉置マンシ

ョン駐車場➡ 宇井商店駐車場➡ 梶屋様駐車場➡ 

成川飯盛：尾宇江様宅駐車場 

 

 

 

 

〔対象者〕 

 町内在住で、概ね６５歳以上の単身世帯、高齢者 

のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並 

び障がい者であって、心身の障がい及び疾病等の理 

由により、寝具類の衛生管理が困難な方。 

〔利用料金〕1,000円（布団２枚・毛布１枚） 

  布団返却時に、集配の方にお支払い下さい。 

〔申込期間〕 

 平成３０年５月７日（月）～５月２５日（金） 

丸洗いの実施は、６月を予定しています。 

〔定  員〕  70 名 

  ＊申し込みが定員を上回った場合、前年度利用 

の方にはご遠慮いただく場合があります。 

 

 

 

 

 〔内 容〕 

寝具類の衛生管理のための丸洗い 

●布団上下と毛布、又は 

コタツ布団上下と毛布等 

対象とならないもの 

・敷布団２枚と上布団１枚のセット 

・上布団３枚のセット 

・ムートン等の特殊な素材 

※詳しくは、集配の方にお尋ね下さい。 

 ◆お申し込みは・・・ 

神内福祉センター 

☎  ３２－２０２３ 
平日 朝 8 時 30 分～夕方 5 時 15 分 

担当：松原・田中まで 

 

 ３枚の内１枚は 

必ず毛布にして下さい。 

 



○対象施設・団体 

 ・社会福祉法第２条第２項および第３項 

（第１３号を除く）に規定する施設 

 ・その他、三重県共同募金会が特に必要と 

認めた施設および団体 

○申請対象事業 

社会福祉の先駆的開拓的事業および地域住民 

の福祉向上をはかるための事業に要する経費で、 

公費補填のないものに対して配分を行います。 

赤い羽根共同募金は、社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を行う民間施

設や団体に配分されています。 

歳末たすけあい運動で集められた募金は地域での安

心・安全な暮らしを支えるために、様々な取組みに活用

されています。平成２９年度は募金の一部を利用し、発

電機とストロングライト（写真参照）を購入しました。

これまでに、イベント用テント（平成２７年度）や発電

機（平成２８年度）も購入しています。 

貸し出しも行いますのでお問い合わせください。 

○募集期間 ※当日消印有効 

  平成３０年５月１日(火)～ 

平成３０年５月３１日(木) 

○申請書提出先 紀宝町共同募金委員会 
         （紀宝町福祉センター内） 

発電機      ストロングライト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．概 要   県民の皆さんの赤い羽根共同募金に対する理解を深め、広く県民参加を促進する 

ため、三重県限定の募金バッジのデザインを募集します。デザインは、募金バッジ 

として制作し、その他ポスターやチラシに活用します。 

２．賞 

 

 

 

 

 

 

３．その他  ＊応募方法・デザインの規格など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

三重県共同募金会 で 検索 

 

  

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先  

紀宝町共同募金委員会 

☎ ３２－０９５７（担当：西那・中家） 

①「三重の赤い羽根賞」（採用作品） １点  賞金 ３０，０００円 

②「三重県知事賞」         １点  賞金  ５，０００円 

 ③「三重県教育委員会賞」      １点  賞金  ５，０００円 

 ④「三重県社会福祉協議会長賞」     １点   賞金   ５，０００円 

（※高校生以下の場合は図書カード） 

⑤「努力賞」   ５点 図書カードまたはクオカード １，０００円分 

小さなお子様や絵に自信のない

方もお気軽にご応募ください！ 



　2018年5月のカレンダー

日 曜 内　　　　　容　 日 曜 内　　　　　容

1 火 16 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

2 水 ★福祉児童相談（神内福祉センター）

3 木 (憲法記念日) 17 木 ▲子育て支援　音楽療法（福祉センター）

4 金 (みどりの日) ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

5 土 (こどもの日)　▲鵜殿ぼたんサロン（鵜殿ふるさと歴史館） 18 金 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

6 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

7 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） ★民児協強調月間PR活動（マル井前）

▲神内サロン（神内会館） 19 土

●南京玉すだれふく福（福祉センター） 20 日

8 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） 21 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

9 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター） ●ボランティア・市民活動センター総会（福祉センター）

★福祉連絡会総会（福祉センター） ★共同募金運営委員会（福祉センター）

★福祉児童相談（ふるさと歴史館） 22 火 ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

10 木 ▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） ▲子育て支援　クッキングひろば（福祉センター）

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） 23 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター） ▲井田茶屋地サロン（那智勝浦町）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） 24 木

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） 25 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

11 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 26 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

12 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター） ■おはなし会（鵜殿図書館）

●鵜殿配食サービス（まなびの郷） 27 日

●はっぴーすまいる（福祉センター） 28 月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

13 日 ▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

14 月 ●寺子屋分校 楽しい手芸教室（福祉センター） ●傾聴ボランティアクローバーの会打合せ（福祉センター）

15 火 ▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター） 29 火 ▲寺子屋広場（福祉センター）

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター） 30 水 ●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター）

★民生委員児童委員協議会定例会（浅里） 31 木

★民児協役員会（福祉センター）

■見守り隊街頭啓発（マル井前） 　

　

　 　

　 　 　

　 　　　　

　

　

　

　　　　▲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情報を

共有し、明るいまちづくりをすすめています。

集まりの場 開設情報
日 時：平成３０年５月１０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）

対象者：ご本人・ご家族

問い合わせ：総務・地域福祉係 ☎３２－０９５７

お申し込みは不要です！

～ひきこもり状態の方、不就労の方、そのご家族～

ひきこもりの問題は地域の問題としてみんなで

考えていかなければならないものです。日頃の思

いを語り合い、新たなきっかけをつくりませんか。

※ 集まりの場での秘密は守られます。

安心してお気軽にご参加下さい。



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日 時：５月 ９日（水）10 時～12時 

場 所：ふるさと歴史館 

  相談員：鈴木喜代治・和田美知代（敬称略） 

②日 時：５月１６日（水）10 時～12時 

  場 所：神内福祉センター 

  相談員：瀧之上勝・梶屋喜一（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 

                  森岡あゆみさん  

 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： 500 円 

   内 容： フルーツパフェ 

   持ち物： エプロン、三角巾 

 

        

 

 

＊参加費は大人も子どもも 100 円です。 

ただし町外の方は 200円になります。 

 

❖１８日 ふれん ZOO 合同開催（予約が必要です） 

  時 間： 10:00～11:30 

会 場： 鵜殿地域交流センター 

  内 容： 運動会 

 

 

 

❖２１日 あらいぶ 

  時 間： 10:00～11:30 

会 場： 井田公民館 

  内 容： 梅雨を楽しもう！ 

                 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。 

  

                  ボランティア 

                  『ダンボ』 

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。 

２２日 クッキングひろば 

１７日 ダンボおもちゃ病院 

１6 日 タッチケア  子育てサロン 情報 

日 時：５月２３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・前地幸久・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 

                  講師 

                  福田朝子さん 

時 間： 10:３0～11:30 

 場 所： 紀宝町福祉センター 

 参加費： 町内１組 300 円、町外 500 円 

 内 容： 音楽療法士のもと、音楽を聴き安らぎ 

        歌ったり楽器を使ったり心も体も 

リフレッシュできます♪ 

１7 日 音楽療法 

  



 広場・各分校とも５月１日（火）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） 

                                               

 

 

 

   

  

     

  

 

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

           

 

 

  

  

 

 

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。 

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。 

 

●５月１０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。 

●５月９日（水）３０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 

 

 日時 ５月２１日（月） 

１９時～20 時 30 分   

 場所 紀宝町福祉センター 

 

  

 

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。 

 

 

登録団体に加入している方、

個人ボランティアの方、お誘

い合わせの上、是非、お越し

ください。毎年、恒例大抽選

会もあります。 

今が旬のニラ使った「にら饅頭」と、5 月下旬に出回る梅を使

った「梅みそ」の２品を教えていただきます。梅みそは、ドレッ

シング、炒め物にと万能調味料です♪ 

 

●５月 29 日（火）13 時３０分～16 時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：nobu さん（井田） 

○定 員：１０名 

○参加費：１,３００円 

○持ち物：エプロン、三角巾、梅みそが２㎏程度入る容器 

 

 

 

●５月１４日（月） 

 13 時～15 時 30 分 

＊５月、6 月と 2 か月で完成 

＊14 日以降の日程はその都度

調整して決定します。 

○定員：７名 

○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回５00 円程度 

○持ち物：裁縫道具 

  

 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。 
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