
 

Ｐ1 ボラ市民交流会 

Ｐ２ 新年あいさつ（社協会長） 

Ｐ３ 寄ってっ亭・つれもてまつり 

Ｐ４ カレンダー 

Ｐ５ 子育て支援・相談所開設等 

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/学童保育 

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 

紀宝町ボランティア・市民活動センターは、今年で

１０周年を迎えます。これからもみなさんと一緒に楽

しく、いろんな活動をしていきたいと思っています。

今年も、どうぞよろしくお願いします。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481768782/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zYXRvLWxhYi5qcC9tbDIwMDYvSW1hZ2VzRm9ySFRNTC8ybmQvaWNoaW1hdHN1LmpwZw--/RS=^ADB_verE5qkHNQuPDrqgmUn3bHc5wU-;_ylt=A2RimFLOrVBYN2EAkDqU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1481768782/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zYXRvLWxhYi5qcC9tbDIwMDYvSW1hZ2VzRm9ySFRNTC8ybmQvaWNoaW1hdHN1LmpwZw--/RS=^ADB_verE5qkHNQuPDrqgmUn3bHc5wU-;_ylt=A2RimFLOrVBYN2EAkDqU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RU=aHR0cDovL2ltYWdlLnNlYXJjaC55YWhvby5jby5qcC9zZWFyY2g_cD0lRTglQkYlOEUlRTYlOTglQTUmZWk9VVRGLTgmcmtmPTE-;_ylt=A2RimV8cU05YQTkAMjeU3uV7


 

      

  

                            

 

              皆様、新年を迎えいかがお過ごしでしょうか。 

              日頃、皆様方には社会福祉協議会の各種事業につきまして、ご支援、 

             ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

              さて、今年は、第２次紀宝町地域福祉（活動）計画を策定し、基本 

             理念である『町民みんながふだんのくらしをしあわせに感じるまちへ』 

             となるように、隣近所のコミュニケーションを図り風通しの良い地域 

    （会長 田中 悟）  にすべく地域福祉活動を取り組み始めたところでございます。 

 

『住民みんなが主役』地域福祉は行政だけが、社協だけが、住民だけが、個々に頑張れば 

いいものではありません。みんなが一丸となり、基本理念に近づけるよう、力を合わせて 

いきたいと思っております。 

 

 また、日本は少子高齢化、人口減少といったこれまでにない経験をしています。これは 

当町も同じことで、平成２８年１２月１日現在、６５歳以上の高齢者が３，８５２名で、 

高齢化率が３３．８％に現れています。介護保険も平成２７年度に改正があり、介護が必 

要になっても住み慣れた地域で暮らし続けるための仕組みづくりが求められており、この 

紀南介護保険広域連合管内でも、様々な取り組みが始まっています。 

 

 『新しい地域支援事業』の取り組みで、介護予防の在り方が、大きく変わりました。今 

までは、「要介護状態にならないように介護予防する」が、「要支援者だけでなく全ての高 

齢者が社会参加をすること」が介護予防につながる、地域で高齢者が気軽に集える場所等 

を増やしていくということが、重視されることとなりました。社協でも、町より生活支援 

サービス体制整備事業の委託を受け「生活支援コーディネーター」や「協議体」を設置し、 

取り組み始めたところでございます。 

 

 先の地域福祉活動計画の取り組みの中で成川地区の皆様から、「たまり場」の設置の要望 

があり、この度介護予防の視点を活かし、成川地区にモデル的に『寄ってっ亭』を開設し 

ました。今後、他の地域にも、地域の実情に合った、たまり場、つどう場等を検討してい 

きたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 介護保険事業につきましては、年々厳しい経営が続いておりますが、利用者の目線に立 

って、いかに楽しく安全に過ごして頂くか、サービスの改善に努めておりますので、今後 

ともご利用いただきますようお願い申し上げます。 

 最後に、皆様方のご多幸とご健勝を心よりご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせ 

ていただきます。 

                             ２０１７年 元旦 

                                 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社協つれもてまつりは、住民みんなが気軽に出かける機会を持ち、隣近所のつなが

りや、地域の絆を強くし、福祉の輪がひろがることを目的に開催します。   

食べるコーナー・まなぶコーナー・ふれあえるコーナーを予定しています。 

＊数量に限りがあるブースもございますので、お早めにお越しください。 

 

日 時：平成２９年２月２６日（日） １０時～15 時 

場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿） 

 

★社協つれもてまつりは、エコイベントです。 

①ゴミをなるべく出さないよう、各自、容器やはしなどを持ってきて下さい。 

②できるだけ車を使わないようにお願いします。 

＊送り迎えの車が出ます。（申し込みが必要） 

 

くわしくは２月号でご紹介します！ 

 待ちに待った・・つどいの場所がオープンしま

した。総勢 50 名を超える参加でした。 

 午前中は、『飯盛保育所』の園児さんの歌や踊

りで参加者のみなさん｟ほっこり｠しました。 

昼食をとって、午後からは、音楽療法士 福田朝

子先生ファミリーと音楽を楽しみました。笑った

り、大きな声で歌をうたったり、大変盛りあがり

ました。その後、これからのつどいの場で、こん

な取り組みがしたい等を話し合いました。 

  

これからも月 2 回のペースで、3 月まで取り

組んでいく予定ですので、成川地区にお住いの

高齢者の方で、興味のある方は、一度参加して

みませんか。 

29 1 19 2 2  

2 16 3 2 3 16  

11 14 30  

場 所：成川上地多目的集会施設 

送 迎・昼 食:申し込みが必要です 

☎  

記念品プレゼント！ 

(先着１０００名様) 

予告 



  　2017年 1月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 日 (元旦） 19 木 ▲『寄ってっ亭』（成川上地多目的集会施設）

2 月 （振替休日） ▲労務管理講習会（熊野市）

■紀宝町平成29年度成人式（まなびの郷） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

3 火 ▲寺子屋広場（福祉センター）

4 水 ▲仕事始め 20 金 ●配食ほほえみ　（福祉センター）

5 木 ▲災害対策会議　（福祉センター）

6 金 ●配食ほほえみ（福祉センター） 21 土 ▲小地域福祉活動サミットＩＮ岡崎（愛知県）

7 土 ●はっぴーすまいる（鵜殿区） ▲鵜殿さつきサロン（勝浦）

8 日 22 日

9 月 （成人の日） 23 月 ▲高岡サロン　（高岡防災センター）

10 火 ▲井田下り場サロン（下り場集落センター） 24 火 ★民生委員児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

11 水 ★福祉児童相談（北桧杖多目的集会施設） ★福祉連絡会役員会（福祉センター）

12 木 ■介護者サロン（まなびの郷） 25 水 ■地域福祉権利擁護検討委員会（熊野市）

13 金 ●配食ほほえみ（福祉センター） ●音訳ボラメッセ　（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） ▲心配ごと相談（福祉センター）

14 土 ●鵜殿配食　（まなびの郷） 26 木 ▲個人支援ボランティアコーディネーター養成講座（津市）

▲鵜殿牡丹サロン（太地町） ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

■絵本読み聞かせボランティア養成講座（鵜殿図書館） ▲子育て支援交流会（福祉センター）

15 日 ■『森は海の恋人』畠山重篤氏講演会（鵜殿図書館） 27 金 ●配食ほほえみ　（まなびの郷）

16 月 28 土 ●鵜殿配食　（まなびの郷）

17 火 ▲地域福祉活動推進委員会(福祉センター） ■おはなし会（鵜殿図書館）

●絵手紙サークルこんにち和　（福祉センター） 29 日 ■ふれあいコンサート（まなびの郷）

18 水 ●安子さんの着付け分校　（福祉センター） 30 月 ▲井田地下サロン　（地下集会所）

▲子育て支援タッチケア　（福祉センター） 31 火 ▲成川飯盛サロン（飯盛ふれあい会館）

▲配食サービス要件等検討委員会（福祉センター）

★福祉児童相談（大里多目的集会施設）

▲災害対策会議（福祉センター）

■カフェいっぷく亭（大里多目的集会施設）

●和紙人形作り分校　（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。

紀宝町では、お年寄りや障がいのある方、ひとり
親世帯や子育て中の方々などが、地域で生活する
中で、自分や家族の力だけではなかなか解決でき
ない時に利用できる仕組みがあります。
時間や料金も、気兼ねなく利用できるようになっ
ていますので、困った時は どうぞ社協へご相談く
ださい！

■【アプローチオープンカフェ】は、1月4日まで
休みで、1月7日（土）から営業します。コーヒー
カフェは、1月6日（金）から営業します。
■【福祉の店】は、1月6日（金）10時から営業し
ます（朝市はありません）。

ちょっとした困りごとの対応です。

下記のような事がなされています。

◎ごみ出し

◎薬の受取り

◎布団の干し入れ

◎３０分程度のそうじ
◎犬の散歩
他

◆ 便利屋さん ◆

ご存知ですか？



      

 

 

                   

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                               講 師 

                本館 千子先生 

 

  時 間：１０時～１１時 

    会 場：紀宝町福祉センター                

   参加費：１組 ８００円（町外 1,000 円） 

   内 容：講師指導のもと、オイルを使用してベビー 

    マッサージをします。親子のスキンシップが目的 

     ＊バスタオルを持って来てくださいね!              

 

 

 

時 間：10 時～11 時 30 分 

 会 場：紀宝町福祉センター 

 参加費：５００円 

 内 容：子育てスタッフさんと楽しくクッキング♪ 

      ＊要予約です。 

 

 

◇子育てサロン 

◇ダンボおもちゃ病院 

◇音楽療法 

  1 月はお休みです。 

 

  

 

 

日 時：平成２９年１月２５日（水） 

１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：前地幸久・畦越進・田中啓一 

             （敬称略） 

＊相談は無料です。 

＊相談内容の秘密は厳守しています。 

  

①日 時：平成２９年１月１１日（水） 

１０時～１２時 

場 所：北桧杖多目的集会施設 

相談員：梶屋喜一・樫山惠美（敬称略） 

②日 時：平成２９年１月 18 日（水） 

１０時～１２時 

場 所：大里多目的集会施設 

相談員：森倉賢一郎・和田美知代 

             （敬称略） 

  



 
広場・各分校とも１月 6 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） 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

和紙の温かさや柔らかさを感じながら、素敵な作品を作

ります。 

 

●１月１８日（水） 

1３時３０分～１５時３０分 

  ＊2 回目以降の日程は参加者と相談して決めます。 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：植野洋子さん・山田貞子さん（鵜殿）  

○参加費：１,０００円 

○持ち物：はさみ 、木工用ボンド、ピンセット、さし、 

     筆記用具 

     

  

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 

 

●１月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 

 

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。気がねなくご利用を 

＊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 

さつまいもで作るモンブランです♪ 

是非ご参加してください。 

 

●１月１９日（木）１３時～１５時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：向井 綾さん（鵜殿） 

○定 員：１０名  

○参加費：３００円 

○持ち物：エプロン・三角巾 

 

 


