Ｐ１ 社協つれもてまつり
Ｐ２、Ｐ３ まつりの詳細
Ｐ４ 災害ボラセン設置訓練
と講演会
Ｐ５ ボランティア養成講座
/ひきこもり講演会
Ｐ６ カレンダー
Ｐ７ 子育て支援・相談所
Ｐ８ 情報伝言板

さまざまなコーナー
矢神 潤さんショー

２月２６日㊐１０時
オープニング

雨天決行

ご来場された
方に、便利な
バッグとタッ
パをご用意し
ています！
（先着 1000 名様）

紀宝町福祉センター

鵜殿保育所年長組

（紀宝町鵜殿）

かわいい

ダンス！

くわしくは、
中を見てね!!
先着

＊社協つれもてまつりはエコイベントです。器やはしは各自お持ちください。ゴミの減量化にご協力を！

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】

【本所・鵜殿事業所】

【アプローチ事業所】

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

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/

就労続支援（Ｂ型）事業

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）

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

日時

平成２９年２月２６日(日）１０時～１５時
１０時 開会式・

場所

紀宝町福祉センター（鵜殿）

社協つれもてまつりは・・

オープニングイベント
（鵜殿保育所年長さんによる踊り等）
１０時３０分 受付開始

平成 18 年 1 月 10 日旧紀宝町と旧鵜殿
村が合併し、紀宝町となってから、毎年同時

各エリア・フリーマーケット開始

期に開催し、今年で 11 回目を迎えます。

（まんぷく・あそびまなび・ふれあい）
１２時３０分 受付終了

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

抽選券も受付終了

祉の輪がひろがるように・・と思いを込め開

粗品も受付終了（１０００個限定）

催します。皆さんお誘い合わせてご来場下さ
い。

１３時１５分 各エリア終了
１３時３０分 ①

紀宝町ダーツの旅（大人向け）

～『全員集合！みんなが集う場づくり編』＆座談会～
コーディネーター

中部学院大学短期大学部 准教授 大井智香子

氏

② マジックショー（子供向け）
１４時３０分 イベント終了後、大抽選会
閉会式
もちまき

１５時

終了

◆◆お楽しみをたくさん用意しています◆◆
③先着１０００名様に、お出かけトートバッ
①『みんなが

ふだんのくらしをしあわせに

クとタッパウェアのプレゼントを準備してい

感じるまちへ！』第２次地域福祉活動計画の

ます。

啓発

（１０時３０分～

～紀宝町ダーツの旅『全員集合！みん

なが集う場づくり編』の上映と

１２時３０分受付にて）

座談会を行います。
（大人向け）
やがみ

②マジシャン『矢神
のショーを行います。
（子ども向け）

じゅん

潤 』さん

④甘酒のふるまい
（売り切れ御免！）

◆◆環境にやさしいエコイベントです◆◆

◆◆

①まんぷくブースなどで、販売されるものは、

●まんぷくエリア（食のブース）

基本

●あそび、まなびエリア（体験型ブース）

うつわ・はし・コップ等

は、各自持参

して下さい。ゴミ減量化にご協力お願いします。
容器の貸出しを行っておりますので、忘れて

各ブース出店者募集

◆◆

●ふれあいエリア（バザー、販売等）
各エリアのブース出店者を募集します。

しまった方等は、ご利用下さい。1 個 50 円で

応募資格：紀宝町在住の大人の団体等

貸出し、洗って戻してくれたら、50 円返却し

・出店数に限りがありますので、多い場合は、

ます。

抽選となります。
・準備、後片づけは各自でお願いします

②当日ペットボトルのキャップ 10 個持参して

・2 月３日（金）までにブース計画書を出して

いただいたら、粗品プレゼントします。

いただきたいので、事前にご連絡下さい。

◆◆ フリーマーケットの出店者を募集
時

◆◆

◆◆

まつりへの送迎を行います

◆◆

会場への移動手段がない方は、送迎を事前にお

間：10 時 30 分～13 時

申し込み下さい。

応募資格：紀宝町内在住の大人の団体等
（子どもの出店は学校を通じて行います）

（コース）

その他：広さは 1 団体 1 畳程度です。

●浅里―瀬原‐北桧杖―成川方面

・出店数に限りがありますので、多い場合は、

●桐原―相野谷―神内方面

抽選となります。

●井田―鵜殿方面

・準備、後片付けは各自でお願いします。

●高岡―鮒田方面

・事前申し込みが必要です。

＊行きは、9 時前後、帰りは、センター１５時

申し込み締め切り

発（予定）となります。
申し込み締め切り

2 月１７日（金）

◆◆ イベントボランティアの募集

2 月 1７日（金）

◆◆

下記のボランティアを募集します。
①

２月２６日（日）９時～１５時
内容：イベントブースの手伝い等

②

２月２５日（土）８時３０分～正午
内容：もちつき、まつりのブース等準備

③

２月２２日（水）１０時～正午
内容：まつりの参加賞の準備等

申し込み締め切り
①②については、２月３日（金）まで
③については、２月１７日（金）まで

まつりに関するお問い合わせは
◆◆

紀宝町社会福祉協議会 ◆◆
地域福祉係 鈴木・登立まで
☎ ０７３５（３２）０９５７
FAX

（３２）０９５８

まつり開催時は、センター内は駐車できません。
まなびの郷の下駐車場、JA、鵜殿グラウンド等
をご利用下さい。

★

災害ボランティアセンター
設置訓練＆講演会 ★

日

時：平成２９年３月１９日か２６日（日）
１０時～１５時で調整中！

紀宝町社会福祉協議会では、人の心に
（後日チラシで周知いたします。
）
寄り添い繋がる事を目的に去る 3 月 6 日
場 所：紀宝町福祉センター（鵜殿）
～14 日に 3 回に渡り、傾聴ボランティ
＊雨天の場合も屋内で実施します。
ア養成講座を開催しました。養成講座受
10 時～
設置訓練
講生 26 名と現在活動を行っている傾聴
11 時 30 分～

炊き出し

ボランティアグループ「クローバーの会」
13 時～
講演会
の１２名が受講し、ボランティア活動を
講師：
（ダイバーシティ研究所 田村太郎氏）
行う上での必要な技法や心構えの基本な
15 時
終了
ど、事例を交えた内容を学びました。
（１日通して、午前のみ、午後のみの参加
でも可能です）
参加申し込み：地域福祉係
☎

災害時に設置される被災地の災害ボランティ
ア活動を円滑に進めるための拠点です。近年で
は、被害の大きな災害に見舞われたほとんどの
被災地に立ち上げられ運営されています。紀宝
町でも平成２３年台風１２号で被災された地域
への支援として、紀宝町社会福祉協議会にて設
置・運営を行いました。
【平成２３年災害ボラセンの活動】
◆ボランティア受け入れ ５，３１４名
内訳 個人（町内）

９５３名

個人（県内）

７０９名

個人（県外）

９０４名

団体（２０３団体）２，７４８名
◆被災者支援件数

６３９件

＊鮒田・大里地区はローラー作戦の為含まず。

（３２）０９５７ 鈴木・登立

水害時に用意するボランティアの装備の一例です！

災害時の備えとして、年に１回は、広報し、
住民参加で、
『災害ボランティアセンター』が立
ち上がったことを想定し、ボラセン立ち上げを
訓練するものです。いざ、災害が起き、ボラセ
ンに仕事を依頼するにも、ボラセン自体の仕組
みや、ボランティアがどのような仕事をしてく
れるのか、事前に知っていたら、とてもスムー
ズに地域でボランティア活動を早くから受け入
れられ、被災地の復興が早くすすみます。
一度、気軽に、参加してみませんか？ボラセ
ンに当日参加したボランティアとして、訓練に
参加してもらいます。

紀宝町では、現在、高齢者にお弁当を作

日

るボランティアグループ（サークルほほえ

２月 10 日
（金）
13 時～15 時

み、鵜殿地区配食サービスボランティア）
と、おかずのみを作ってお届けする、地域

時

➀

支えあいボランティアサービス（有償）
「困
②

かずは利用者の方に大変喜ばれています。
今後もこの活動が継続していくよう、仲間
を増やしていきたいと考えています。

③

あなたも養成講座に参加して、一緒に食
事作りをしてみませんか。
【申し込み締切】2 月６日（月）まで
【申し込み先】 地域福祉係
☎ 32-0957 時松・鈴木

第２次紀宝町地域福祉(活動)計画に盛
り込まれている「ひきこもり支援」につ
いて学ぶための講演会を開催します。

容

開講式
ボランティア活動って
活動紹介
食に関するサービスの現状

講

師

県職員

食中毒、衛生面を学ぶ

った時は、お互いさん！」が活動していま
す。みんなが心をこめて作ったお弁当やお

内

２月 17 日
（金）
13 時～15 時

環境にやさしい
台所クリーニング講座

新宮友の会

味噌づくり

河村こうじ屋

３月 1 日
（水）
9 時 30 分
～13 時 30 分

高齢者向け食事づくりの
ポイントと栄養バランス
食事づくり実習と試食
閉講式

栄養士
食改協

【参加対象者】・原則として 3 日間参加できる方
・ボランティア活動に参加できる方
【受講料】
無 料
【会 場】
➀、② 紀宝町福祉センター（鵜殿）
③
まなびの郷 食工房

演

題：『不登校、ひきこもり、そして今』

～なぜ、学校へ行けなくなったのか？なぜ、ひきこもったのか？
どのように、抜け出すことができたのか？～

講

師：鴻原 崇之（こうはら たかゆき）氏

中学３年生から不登校、１８歳～２３

日

時：平成２９年３月１０日（金）１３時３０分～１５時

歳までひきこもりに…。そしてある人と

場

所：紀宝町福祉センター２階 多機能室

の出会いをきっかけに、ひきこもり当事

（紀宝町鵜殿１０７４－１）

者から支援者へ。そのような経験をもつ

参加費：無料 ＊事前申し込みをお願いします。

鴻原崇之さんから当時の気持ち、過ごし

申し込み〆切：３月３日（金）１７時

方、家族との関係、周囲の支えなどを含
めてお話していただきます。

申し込み・問い合わせ先 ☎32-0957（担当 登立・時松）

＊厚生労働省は「ひきこもり」を「原則的には６か月以上にわたって
概ね家庭にとどまり続けている状態」と定義しています。
「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」より

２０１７年２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

内

容

1

水 ●南京玉すだれふく福（福祉センター）

日

曜

14

火 ▲社協まつり実行委員会（福祉センター）

15

水 ▲子育て支援タッチケア（福祉センター）

●高齢者地域見守り隊定例会（紀宝町役場）
2

■カフェいっぷく亭（大里多目的集会施設）

木 ▲『寄ってっ亭』（上地多目的集会施設）

★福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）

▲子育てサロンふれんZOO（神内構造改善センター）
●ボラ・市民活動センター運営委員会（福祉センター）

3

16

木 ▲『寄ってっ亭』（上地多目的集会施設）

金 ▲井田下り場サロン（下り場集落センター）

●ダンボおもちゃ病院（福祉センター）

▲鵜殿すみれサロン（古座町）
●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
4

★身体障がい者福祉会慰労会（那智勝浦）
17

金 ▲子育てサロンふれんZOO（鵜殿地域交流センター）

土 ●はっぴ-すまいる（紀宝町福祉センター）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲Cookingボランティア養成講座（福祉センター）

■年賀状製本教室（鵜殿図書館）
5

6

7

日 ▲成川下地サロン（成川生活改善センター）

18

土

■春秋学級・チャレンジ学級閉講式（まなびの郷）

19

日 ■平成２８年度第２回紀宝町芸能発表会（まなびの郷）

▲社協職員採用試験（福祉センター）

20

月 ▲社協まつり個人ボラ向け説明会（福祉センター）

21

火

月 ▲神内サロン（神内構造改善センター）

▲浅里サロン（浅里生活改善センター）

■生活支援体制整備事業検討協議体会議（熊野市）

★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

火 ▲大里サロン（大里多目的集会施設）

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

22

水 ▲心配ごと相談（福祉センター）
▲子育て支援やってみよう広場（福祉センター）

水 ▲井田上野サロン（上野つどい館）

●音訳メッセ（福祉センター）

●寺子屋広場（福祉センター）
■獣害対策講演会（鵜殿図書館）
9

10

▲社協まつり職員向け説明会（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）

■身体障がい者福祉会GG大会（鵜殿グラウンド）
8

容

▲井田馬場地サロン（井田公民館）

●寺子屋分校着付け分校（福祉センター）
★福祉児童相談（福祉センター）

内

23

木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

木 ▲24時間テレビチャリティー車贈呈式（名古屋）

▲個別支援ボランティアコーディネーター養成講座（津市）

▲社協まつりブース説明会（福祉センター）

■生活支援コーディネーターフォローアップ研修（津市）

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅）

24

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

●ダンボ男流料理教室（福祉センター）

25

土 ▲社協まつり準備（福祉センター）

★町身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

■介護者サロン（まなびの郷）

■おはなし会（鵜殿図書館）

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

▲Cookingボランティア養成講座（福祉センター）
11

土 (建国記念の日）

12
13

日
月 ★共同募金運営委員会（福祉センター）

26

日 ▲第１１回社協まつり（福祉センター）

27

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）
▲井田地下サロン（地下集会所）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

◆◆社協まつり➡社協つれもてまつりの略です◆◆

◆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。

▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

●傾聴ボランティア定例会（福祉センター）
28

火

６日

講師

リズムリトミック

小阪

子育てサロン 情報
具子先生
10 時～11 時 30 分

時 間： 10:３0～11:30

★ 参加費：大人も子ども 100 円

会 場： 紀宝町福祉センター

２日 ふれん ZOO

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！

①

（木） 場 所： 神内会館
内 容： 鬼祭り

1５日

おやつ： シチュー

講師

タッチケア

本館 千子先生

１７日 ふれん ZOO ②
（金） 場 所： 鵜殿交流センター

時 間： 10;00～11:00
会 場： 紀宝町福祉センター

内 容： 鬼祭り

参加費： 町内 1 組 800 円、町外 1 組 1,000 円

おやつ： カレーとナン

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。

2７日

あらいぶ

（月） 場 所： 井田公民館
内 容： ひなまつりの製作

2２日

やってみようひろば

おやつ： お楽しみ
講師
上田 知美さん

時 間： 10:00～12:00

１６日 ダンボおもちゃ病院

＊託児あり

場 所： 紀宝町福祉センター（要予約 7 名まで）
時 間： 10:00～11:30

参加費： 1 組 ４００円
内 容： がま口（小銭入れ）作り
持ち物： 裁縫道具・マイナスドライバー

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。

お気に入りの布持参でも OK です。

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。

①日 時：２月１日（水）10 時～12 時
場

所：紀宝町福祉センター

相談員：聖谷眞美・屋敷博未（敬称略）
日

時：２月２２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・保田啓一・久原章作

②日 時：２月１５日（水）10 時～12 時
場 所：井田公民館
相談員：田中啓一・田中孝史（敬称略）

(敬称略)

＊相談は無料です。

＊民生委員・児童委員協議会の事業です。

＊相談内容については、秘密を厳守します。

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２月１日（水）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。

手のひらにのるくらいの可愛いお財布をつくります。ミ
シンを使わず手縫いで完成させます。初心者でも安心して
参加してください。お待ちしています。
●２月８日（水）１３時３０分～１５時３０分
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：上田 知美さん（成川）
○定 員：７名
○参加費：４００円
○持ち物：裁縫道具、マイナスドライバー
布（家にあれば）、ペンチ

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

お気に入りの布があれば持参

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。
●２月１・１５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。
●２月９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

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。

＊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

登録ヘルパー随時募集中！

紀宝町福祉センターの 2 階ロビ
ーで、リサイクルコーナーと手づ
くりコーナーが繁盛しています。
家に眠っている活用していない
品物を整理して、必要とする方に
買ってもらうしくみになっていま
す。
提供される方も利用される方も
ぜひご利用ください。
品物の提供者には、町ボランテ
ィア基金に寄付してもらい有効に
活用させていただいています。

提供者の皆様にお礼申し上げます
垣内様（成川） 鈴木様（鵜殿）
西 様（鵜殿） 赤井様（鵜殿）
須川様（鵜殿） 榎本様（井田）
井之元様（大里）

