
 

P１ 賛助会員募集中！ 

P２ 賛助会員募集中！ 

P3  趣味の作品展 

   ・ボラ市民登録団体紹介 

P４・５ 民生委員児童委員協議会 

P６ カレンダー、介護職員初任者研修 

P７ 子育て支援、寄付情報、相談所 

P８ 情報伝言板 

 

 

   

           

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          

     

 

 

【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

アプローチ 

（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 

 

  

 

「子育てサロンふれんＺＯＯ」パステルアート作り 

 ★ みなさん上手にできました ★ 

 

 みなさまからの賛助会費は、

社協が行うさまざまな福祉事業

に使用されています。 

 １口 1,000 円から、 

受付しております。 

ご協力をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 つれもてまつりの様子 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平素は、『賛助会員登録』を積極的に行って

いただき、また、紀宝町社会福祉協議会の諸事

業推進に、ご理解・ご協力を頂き、誠にありが

とうございます。 

 さて、今年度も、7月・8月を社協賛助会員

募集『強調月間』として、広く町民の皆様に、

知っていただきたき、賛助会員登録について、

ご案内させていただきます。 

 ご協力いただける方には、以下２つの『賛助

会員』への加入方法があります。 

① この社協だよりに添付してあります、納

付書にて、直接指定された金融機関に納

めて頂く方法。 

② 直接本会の事業所（鵜殿・神内）の両福

祉センター内の事務所、また、福祉の店

アプローチに、直接納めて頂く方法。 

尚、今年も、7月・8月強調月間中にご登録 

いただいた方には、『福祉の店 アプローチ』

のご利用補助券をおひとり様につき 

1枚進呈させていただきます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

◇ 平成 29年度 賛助会費・寄付金実績 ◇ 

  

賛助会費 ７０６，０００円（２３６件） 

 内訳 個  人  ３３３，０００円 

     企業団体  ３７３，０００円 

 

寄付金  ３３９，０００円（７件） 

 

◇ 平成２９年度 賛助会費・寄付金の使途 ◇ 

 

① 社協つれもてまつり（3月 11日実施） 

② こどもゆめまつり（8月 2５日実施） 

③ 福祉協力校運営費 

（町内７校へ運営費として支給） 

④ いきいきサロン等（町内 2７箇所） 

⑤ 賛助会費クーポン（福祉の店利用補助券） 

 皆さまから寄せられた『賛助会費・寄付金』は、使途検討委員会で、検討したうえ、各福祉事業で有

効に使わせていただきます。今後とも、よろしくお願いいたします。 

7 月・8 月は、社協賛助会

員募集『強調月間』です

いきいきサロン・子育てサロンの様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウォーキングやレシピづくりで、認知症予防を実践し、普及活動をしています。 

また、認知症の人やその家族への支援も行っています。 

 「てまりの会」の事務局は、平成３０年度から、社協が担当しています。 

活動に関するお問い合わせは、☎３２－０９５７（総務・地域福祉係 西那・時松まで！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 展示日 ９月４日（火）９：００～１７：００ 

  ５日（水）９：００～１４：００ 

■ 場 所 紀宝町生涯学習センター まなびの郷 

 会員の日頃の趣味活動の成果を発揮し

て、文化活動の活性化と会員相互のふれ

あいと生きがいづくり等を推進すること

を目的として、年に１度開催しています。 

『絵画、彫刻、書、手工芸、写真、俳句・・・』

など、たくさんの力作を展示しておりま

す。ぜひ、多くの方のご来場をお待ちして

おります。 

１階 ふれあいゾーン 

 

 

毎週木曜日 13時 30分～15時 

会場：鵜殿地域交流センター 

 

参加者みんなで、ウォーキングやビデオ

体操、音楽体操を行っています。 

   

ウォーキンググループ 
 

月１回 第４月曜日  

奇数月 9時 30分～11時＜レシピ作り＞ 

偶数月 9時～13時   ＜調理＞ 

会場：飯盛多目的集会施設 

さまざまな材料、調理方法で、新しいレシピを考

えて、みんなで調理します。 

             

  

登録団体紹介NO54 

新しい料理 

 レシピづくりグループ「れんこんの会」」 



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 大里西・津本 田畑範子 鵜殿２組  西岡克芳 

井田茶屋地 田中孝史 成川下地  林 幸生 大里東・永田・小畑 古屋敷実穂 鵜殿３組  森倉賢一郎 

井田馬場地 谷口久治 成川下地  松本起三子 井内    有城正剛 鵜殿３組  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 鵜殿４組  梶屋喜一 

井田上野  曽越 勲 鮒田    逢野良美 桐原    有城眞十郎 鵜殿５組  和田美知代 

神内    一村 希 高岡    榎本陽子 鵜殿１組  金野茂晴 鵜殿５組  稲本孝生 

神内    矢熊名良子 北桧杖・瀬原 莊司美津子 鵜殿１組  田中啓一 鵜殿６組  竹鼻佳珠生 

神内    瀧之上勝 浅里    聖谷眞美 鵜殿２組  千葉江美 欠員：成川中村１名、上地２名 

紀宝町民生委員・児童委員協議会（民児協）会

長 濵口啓です。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。 

民生委員・児童委員は法律により厚生労働大臣

から委嘱された無報酬のボランティアです。 

全国共通の制度として、全国どこのまちでも活

動しています。紀宝町では、３７名が頑張ってく

れています。（定数４１名） 

担当する地域に暮らす身近な相談相手として、

地域住民からの生活上の心配ごとや困りごと、医

療や介護、子育ての不安などの相談に応じていま

す。そしてその課題が解決できるよう、必要な支

援への「つなぎ役」になります。また、地域の見

守り役として、定期的な訪問などを通じて、高齢

者や障がい者世帯、子どもたちの見守りをおこな

っています。 

子どもや子育てに関する支援を専門に担当する

民生委員（主任児童委員）も活動しています。 

 

こういう文章で読むと大変なこと、難しいこと

をやっているんだなぁと思われる方もおられると

思いますが、行政等への「つなぎ役」ですので、

それほど難しくありません。 

民生員制度創設１００周年記念 

全国民生委員児童委員大会 
平成２９年７月９日、１０日の両日、民生委員 

制度創設１００周年記念全国民生委員児童委員大 

会が開催され、全国から１万人の民生委員・児童 

委員等が集いました。 

第１日は、東京ビッグサイトを会場に、天皇皇 

后両陛下のご臨席を賜り、記念式典が執り行われ 

ました。 

第２日は、都内５会場に分かれてテーマ別研修 

が行われました。当民児協から３名が参加しました。 

優良民生委員・児童委員協議会として表彰を受 

けました。 



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、開設しています。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、お役にたてたらと思

いながら日々活動しています。 

広報啓発活動時の写真                       他市町民児協との交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察研修（２０１７年１１月８日） 
愛知県にある社会福祉法人ＡＪＵ自立の家「小

牧ワイナリー」に行って来ました。「就労継続支援

Ｂ型」「就労移行支援」があり、ぶどうの栽培から、

醸造、パソコン教室ＯＪＴ等々又併設されている

カフェ・ショップでの接客等々を行っております。 

障がいのある人が、地域で自立生活する上で、

大きな課題である経済的な自立を目指し、頑張っ

ておられました。（試飲もでき美味しかったので購

入される方も何人かおられました。） 

広報啓発活動（５月１８日） 

１０時頃から約１時間、民生委員・児童委員の

活動を知って頂こうとマル井マート様、コーナン

様、福祉の店「アプローチ」様とに分かれ、精力

的にアピール活動を行いました。興味なく通り過

ぎる方から、ご苦労様と受け取っていただく方と

色々でしたが充実した１時間でした。 

「少しは私達の活動を知ってもらえたのかなー」

と思うとともに今後ともみなさまの“つなぎ役”

になれたらと願っています。 

総会の様子（４月）        信条の朗読         飛雪の里研修室にて定例会 

 



　　　　　2018年7月のカレンダー

日 曜 内　　　　　容　 日 曜 内　　　　　容

1 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） 14 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

▲飯盛サロン（飯盛ふれあい会館） ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター）

2 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） 15 日

▲神内サロン（神内会館） 16 月 ■まなびの郷ボランティア　ヘアアレンジ教室（まなびの郷）

▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター） 17 火 ▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター）

●南京玉すだれふく福（福祉センター） ▲寺子屋広場（福祉センター）

3 火 ▲こどもゆめまつり実行委員会（福祉センター） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

▲クッキング広場（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）

4 水 ▲おしゃべりサロン（長谷集会所） 18 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

★福祉児童相談（桐原生活改善センター） ▲阪松原サロン（阪松原改善センター）

●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター） ★福祉児童相談（上地多目的集会施設）

5 木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館） ■認知症カフェいっぷく亭（大里多目的集会施設）

▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） 19 木 ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会、拡大役員会（福祉センター） 20 金 ▲朝市（福祉の店　アプローチ）

6 金 ▲朝市（福祉の店　アプローチ） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター） ●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（鵜殿ふるさと歴史館） 21 土

●はっぴぃ･すまいる（福祉センター） 22 日 ●母子寡婦福祉会夏の親睦会（宇久井）

8 日 23 月 ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

9 月 ●楽しい手芸教室（福祉センター） ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

10 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

▲食のボランティア研修会（福祉センター） 24 火

11 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） 25 水 ▲いきいきサロン研修会（熊野市）

●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター） ▲心配ごと相談（巡回型）
12 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） 26 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　男流ダンボ料理教室（福祉センター） 27 金 ▲朝市（福祉の店　アプローチ）

★身体障がい者福祉会エアプランツ飾り作り（福祉センター） ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） ■子育て支援講座（保健センター）

13 金 ▲朝市（福祉の店　アプローチ） 28 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター） ■スペシャルおはなし会（鵜殿図書館）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 29 日

■高齢者地域見守り隊街頭啓発活動（町内） 30 月 ▲井田地下サロン（井田公民館）

31 火
　

　　

　 　

～高齢者のための弁護士の無料電話相談のお知らせ～　 　 　

～高齢者のための弁護士の無料電話相談のお知らせ～　 　　　　

　

▲社協事業　●ボランティア活動　★その他　■町行事等
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♪♪
会場の福祉センターとは、本所鵜殿事業所のことです。

☆介護の資格をとって、福祉・介護の仕事をしませんか？

募集期間：平成30年 6月25日(月) 

～30年7月27日(金)

研修期間：平成30年 8月 7日(火)

～30年10月16日(火)

受講場所：三重県福祉会館

（津市桜橋2-131）

応募要件：三重県に住民登録して

おり働いていない方で

70歳未満の方

募集定員：39名（応募多数は抽選です）
受講料：無料（テキスト代6,000円のみ自

己負担）

申込みや問合わせは、

三重県社会福祉協議会
福祉研修人材部 福祉人材課

介護職員初任者研修担当まで

☎059-227-5160



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援は、保育所入所前のお子さんを持つ親子さんを対象にしています 

施設の無料開放も行っています（月・水・金 10時～12時）2 階交流室 2 

１８日（水）タッチケア 

 

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。 

１９日（木）ダンボおもちゃ病院 

 

〈 ボランティア ダンボ 〉 

時 間： 10:０0～11:30 

会 場： 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（木） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ７月４日 

会 場： 神内会館 

内 容： 七夕飾り 

子育てサロン 時間：10：00～11：30 参加費：大人も子供も 100 円 

１３日（金） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ７月１２日 

会 場： 紀宝町福祉ｾﾝﾀｰ 

内 容： 水あそび 

持ち物： 着替え・飲み物等 

２３日（月） あらいぶ 

会 場： 井田公民館 

内 容： 作ってあそぼう 

     さかなつり 

おやつ： お楽しみ 

  

３日（火）クッキングひろば 

 

講 師： 植由美子先生 

     託児あり（要予約５名まで） 

時 間： 10:00～11:30 

会 場： 紀宝町福祉センター 

参加費：  ３００円 

内 容： もっちりニラチヂミと 

     新たま野菜サラダ 

あたたかい善意をありがとうございます。 

福祉向上のため活用させていただきます。 

 匿名希望 様 （マッサージ機） 

 主婦の店 パシフィックマーケット 様 

① 日 時：７月４日（水）１０時～１２時 

場 所：桐原生活改善センター 

相談員：中山高明・森倉賢一郎 （敬称略） 

② 日 時：７月１８日（水）１０時～１２時 

場 所：上地多目的集会施設 

相談員：聖谷眞美・田中啓一  （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。 

日 時：７月２５日（水）★各地区を巡回月です 

<Ａ班> 

１０時～１２時 井田公民館 

１３時～１５時 ふれあい会館（鵜殿） 

相談員：前地幸久・大岡春雄・和田美知代 

（敬称略） 

<Ｂ班> 

１０時～１２時 紀宝町福祉センター（鵜殿） 

１３時～１５時 大里多目的集会施設 

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 

卵なし！ 

野菜を切って 

まぜて焼くだけ♪ 



 
 広場・各分校とも７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） 

                                  

 

 

 

   

  

     

  

 

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

           

 

   

  

  

 

  

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 

 

紀宝町絵手紙サークルこんにち和 

料理をする際の必需品・・・。布を半円にきりにゴムを通して出

来上がりと大変簡単にできます。縛ることも、ずれ落ちることも

なくかぶるだけの優れものです 。気楽にご参加下さい。 

●７月１７日（火）１３時３０分～１５時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○定 員：１０名 

○参加費：５００円 

○講 師：瀬古三千代さん（鵜殿） 

○持ち物：裁縫道具（布はこちらで準備します） 

 

 

福祉センター（鵜殿）２階では、年中 

バザーを開設しています。売上の一部は

ボランティア基金に寄付していただき 

有効に活用する仕組みになっています。 

平成２９年度のボランティア基金は、

登録団体がさらに活発に活動が継続で

いるよう助成金に当てさせていただき

ました。 
 

平成２９年度の売上数  

    ７７７点   

  ボランティア基金へ寄付 

     １１０，３２５円 

 
   

 
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。 

 

 

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。 

●７月４日・１１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 

 

団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します。 

●７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 

 

 

●７月９日（月） 

13 時～15 時 30 分 

○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：５00 円 

○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。 

いつからでも参加していただきます。 
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