
 

P１ 放課後児童クラブ 

       「きほっこ」 

P２ ひきこもり支援、法人後見 

P３ 各福祉団体、三重ボラ基金 

P４ カレンダー 

P５ 子育て支援、相談事業 

P6  情報伝言板 
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【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 

 

 放課後児童クラブでは、各学校の授業終了から、保護者の方が迎えに来る

まで、楽しく、にぎやかに、宿題をしたり、遊んだり・・・『子どもたちの豊

かな人間性を育みながら、楽しくいきいきとした生活を送れるよう』目標を

持ち事業を進めています。   

 今年は、平日・長期利用の児童が４７名、長期のみ利用の児童１３名が、

利用しています。学習支援や、元気な児童と一緒に遊んでくれるボランティ

アの方いらっしゃいましたら、鵜殿事業所（角口）まで、お申し出ください。 

年に数回長期の休みにお出かけ！3

月に那智にでかけました！次年度か

ら利用しない児童とのお別れ会もか

ねて行いました。 

足湯！ 

大満足！ 



 

 

 

認知症や、知的障がい、精神障がいなどの理

由で判断能力が十分でない方々が、介護サービ

スの契約や財産の管理をご自分で行うのが難

しい場合があります。 

また、自身に不利益な契約であってもきちん

と判断が出来ずに契約を結んでしまい、悪徳商

法の被害に遭われるおそれもあります。そのよ

うな方々の権利を守り、支援するのが成年後見

制度です。 

成年後見制度は大きく「法定後見制度」「任

意後見制度」の２つに分かれています。 

「法定後見制度」は判断能力の程度や本人の

事情に応じ「後見」「保佐」「補助」の３つに分

類され、家庭裁判所から選ばれた「成年後見人」

「保佐人」「補助人」が本人の代理で契約など

の法律行為をしたり、本人が同意を得ないでし

た不利益な法律行為を後から取り消したりす

ることによって、本人を保護・支援します。 

「任意後見制度」は本人が十分な判断能力のあ

るうちに、将来に備え、自らが選ぶ任意後見人

に代理権を与える契約を結んでおくものです。 

「成年後見人」「保佐人」「補助人」には、本

人の親族、弁護士・司法書士などの法律の専門

家、社会福祉士等の福祉の専門家、が選ばれる

ほか、福祉関係の法人も「成年後見人」「保佐

人」「補助人」として選ばれる場合があります。 

紀宝町社会福祉協議会でも、法人として「成

年後見人」「保佐人」「補助人」等の「法定後見

人」を引き受ける「法人後見事業」を始めまし

た。 

 対象となる方 

①紀宝町内に住所を有する方、もしくは居住し

ている方。 

②財産上の理由または人的社会資源の不足等

の理由で適切な後見人等候補者が見つから

ない場合 

③町長が法定後見開始の審判申立をした場合 

④日常生活自立支援事業の利用者で、日常生活

自立支援事業では対応が困難と判断され、法

定後見の開始の審判を申し立てた場合。 

 

 

第２次紀宝町地域福祉活動計画の重点項目

８「いのちとくらしを守る地域づくり」中にひ

きこもり支援があります。推進委員会の推進チ

ームを中心に、取り組んでいます。 

平成３０年度は、ひきこもっている状態の方、

不就労状態が続いている方、そのご家族を対象

とした集まりの場を月１回開設しています。同

じ思いを抱える方とお話することで、気持ちに

余裕が生まれることを目的としています。 

秘密は厳守させていただきますので、安心し

てお気軽にご参加下さい。 

 

 

集まりの場開設情報 

 

 

 

 

 

 

 

 曜日：いずれも木曜日  時間：１３：３０～１５：００  

場所：アプローチ邸（紀宝町福祉センター敷地内） 

平成３０年６月７日 １１月 １日 

７月５日 １２月 ６日 

８月２日 平成３１年 １月１０日 

９月６日 ２月 ７日 

１０月４日 ３月 ７日 

ホームページでご確認ください。 

「第２次紀宝町地域福祉活動計画」 

出入り自由 

参加無料 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

  

 

 

    

 

 

 私たち母子寡婦福祉会は、会員 

同士の親睦会、クリスマス会等 

いろいろな事業を行っております。 

今後は、母子・寡婦だけに限らず、 

父子家庭の方も合わせ、ひとり親 

家庭の交流の場や、助け合いを 

作っていければと思っています。 

 

 

 

 知的障がい者を持つ親たち相 

互の親睦と協力、必要な情報交 

換を行い、会の健全な発展と福 

祉の向上を進めています。学習 

会や親睦会等、お気軽にご参加 

下さい。但し、町に住所を有 

する知的障がい者・児を持つ親 

という要件があります。 

 

 

私たち身体障がい者福祉会で 

はグラウンドゴルフ大会や寄せ 

植え教室等の催しで親睦を図っ 

て、会員・家族皆で楽しく活動 

を行っています。身体障がい者 

手帳をお持ちの方は、是非お声 

かけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 町内でも海岸部の入会率が低めです。一緒に、い

きがい・健康づくりで生活を豊かにしましょう。入

会申し込みは、住んでいる地域の単位クラブへ！ 

 

 

  

会長 

岡本徳惠さん 

会長 

山口 博さん 

老人クラブ 

連合会役員の 

  皆さん 

会長 

寺本秀夫さん 

対象団体 

  市町社会福祉協議会が設置するボランティアセ

ンターに登録しており、福祉向上を目的とした

活動が計画的・継続的に行われている団体。 

申込締切 

  平成 30年 6月 15日（金）  

助成金額              

  上限 20万円 

対象となる事業 

  福祉活動を目的としたボランティアの基盤強化

を図るための機材、器具の助成 

 

 助成事業の財源となる基金の造成を図るため、 

毎年６月の１ヶ月間を「三重ボランティア強調月間」

と定め県内各地で募金活動を実施しています。 

 紀宝町では、紀宝町福祉センター（鵜殿）・神内福祉

センター・福祉の店「アプローチ」に期間内は募金箱

を設置しております。 

ご協力よろしくお願い 

いたします。 

 

【 助成金申込 】  

総務・地域福祉係 時松 

財団法人三重ボランティア基金では、ボランティ

ア活動を行う団体への助成事業を行っています。 

 

 



　　　　　2018年6月のカレンダー

日 曜 内　　　　　容　 日 曜 内　　　　　容

1 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 18 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

2 土 ●はっぴぃすまいる（福祉センター） ▲子育て支援　やってみようひろば（福祉センター）

3 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） ▲社協評議員選任委員会（福祉センター）

4 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） 19 火 ▲災害対策会議（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） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

▲神内サロン（神内会館） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

●南京玉すだれふく福（福祉センター） ★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

■生活支援体制整備事業検討会議（御浜町） 20 水 ▲ボラ市民交流会（北越コーポレーション）

5 火 ▲大里サロン（大里多目的集会所） ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

6 水 ●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター） ▲阪松原サロン（阪松原改善センター）

★福祉児童相談（鮒田構造改善センター） ●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター）

7 木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館） ★福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） ■認知症カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

▲社協　監査（福祉センター） 21 木 ▲いきいきサロン代表者会議（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

8 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 22 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

9 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷） 23 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

10 日 ■おはなし会（鵜殿図書館）

11 月 24 日

12 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） 25 月 ▲おしゃべりサロン（長谷集会所）

13 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

14 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） ▲井田地下サロン（井田公民館）

●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） ●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 金 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター） 26 火 ▲飯盛サロン（飯盛ふれあい会館）

▲鵜殿すみれサロン（新宮市） 27 水 ▲寺子屋広場（福祉センター）

▲社協理事会（福祉センター） ▲心配ごと相談（福祉センター）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター） ▲法人後見運営委員会（福祉センター）

★鳥羽市民児協来所（福祉センター） 28 木 ▲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街頭啓発活動（町内） ▲社協評議員会（福祉センター）

16 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター） 29 金 ★紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

17 日 30 土

～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

日本弁護士連合会の弁護士が、無料で

高齢者の法律的な相談にのってくれます。

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。

・相談対象：６５歳以上の高齢者本人とその親族

・電話相談：０５９-２２８-３１４３
・相談日時：毎月 祝日を除く第２・４金曜日

午前１０～１２時まで
・相談内容：高齢者本人に関することに限ります。

６月８日（金）

２２日（金）

１０～１２時です

会場の福祉センターとは、本所鵜殿事業所のことです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

４日（月）リズムリトミック 

 

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、親子で 

楽しく身体を動かそう！ 

２０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。 

１８日（月）やってみようひろば 

 

講 師： 長尾美緒先生 

     託児あり（要予約１５名まで） 

時 間： 10:00～11:30 

会 場： 紀宝町福祉センター 

参加費：  １組５００円 

内 容： ヨガ教室（マット貸出し可） 

     身体も心もスッキリしましょう♪ 

２１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。 

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 

日 時：６月２７日（水）１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

相談員：大岡春雄・山田十司・久原章作 

（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 

① 日 時：６月６日（水）１０時～１２時 

場 所：鮒田構造改善センター 

相談員：林幸生・濵口啓（敬称略） 

② 日 時：６月２０日（水）１０時～１２時 

場 所：平尾井高齢者生産活動センター 

相談員：西増初代・榊原富也（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。 

 

７日（木） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ６月６日 

会 場： 神内会館 

内 容： パステルアート  

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

１５日（金） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ６月１４日 

会 場： 鵜殿交流センター 

内 容： きり絵アート 

２５日（月） あらいぶ 

会 場： 井田公民館 

内 容： 七夕あそび 

おやつ： お楽しみ 



 
 

広場・各分校とも 6月 1日（金）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） 
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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。 

●６月１４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。 

●６月６日・２０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 

 

暑い夏の日は、家の中はできれば靴下を脱いですごしたいで

すよね。講師の布ぞうりは丈夫で履きやすいと大人気です。皆

さん一緒に教わりましょう！気楽に参加して下さい( ´∀｀ ) 

 

●６月２７日（水）９時～1２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：室谷鉄士さん（鵜殿） 

○定 員：８名 

○参加費：１，０００円 

 

 

センターでは交流と情報の交換

を図ることを目的に交流会を年に

一度開催しています。 

第 1弾では神内、井田史跡。第２

弾は平尾井薬師、三反帆(北桧杖)、

浅里を地域の方に紹介ていただき

ました。好評につき今年も「紀宝町

を知ろう！」に決定しました。 

 
開催日  ６月 20日（水） 

集合場所・時間 （雨天決行） 

 午前の部 10時    鵜殿港 

 午後の部 11時 30分 鵜殿港 

内 容  

北越コーポレーション見学・昼食 

午前の部 見学  昼食(港) 

  午後の部 昼食(港)  見学  
＊見学の都合上午前・午後に分か

れ工場見学になりますが、昼食

は皆さん一緒にいただき交流を

図ります。   

定 員 40名（午前、午後各 20 名） 

参加費 500円 昼食代 

申込期間 6月１日(金)～12日(火) 

その他 詳細は後日、団体代表者宛に 

    案内文を送付します。自分の 

    所属している団体から申込ん

で下さい。 

お問合せ 

  総務・地域福祉係 時松・鈴木 

 
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。 

 

 

 
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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