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社会福祉法人

紀宝町社会福祉協議会

相野谷中学校 福祉体験学習
社協賛助会員募集
地域福祉活動計画の推進・訂正
カレンダー・ボラ市民募金活動
子育て・相談所開設
情報伝言板

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・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・布団乾燥
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

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/

就労継続支援（Ｂ型）事業

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

◎賛助会費とは・・・
この会費は単に事業費のためではなく「福祉
の仲間」になるという意味を持っています。
ボランティアや福祉活動に参加したくても
様々な理由で実際に参加することができない、
そんな方も会員になるということで福祉活動
を支え、参加することと同じ意味を持つことに
なります。
今後も、より多くの方々に賛助会員になって
いただき、様々なご提言をいただいて、地域福
祉を推進してまいりたいと思います。

【寄ってっ亭：成川上地 保育園児との交流】

7 月・8 月は強調月間です

賛助会員募集中！
平素は、毎年「賛助会員登録」を積極的
に行っていただき、また、社会福祉協議会

された金融機関に納めて頂くか、
②直接本会の事務所（鵜殿・神内）各福

の諸事業推進にご理解、ご支援、ご協力を
頂き、誠にありがとうございます。
さて、本年度も 7 月、8 月を社協賛助
会員募集『強調月間』といたしまして、町
民の皆様にご協力をお願いし、ご案内させ
ていただいております。ご協力いただける
方は、誠に申し訳ございませんが、納入の方は、
①表紙に添付している納付書にて直接指定♂

祉センター内、もしくは、福祉の店「ア
プローチ」まで、ご持参下さい。
尚、今年も、強調月間中にご登録いた
だいた方には、就労継続支援Ｂ事業「福
祉の店 アプローチ」のご利用補助券を
1 人 1 枚、お渡しさせていただきますの
で、ご利用下さい。
（会員クーポン還元事業）

◇ 賛助会費・寄付金 2８年度実績
●賛助会費
内訳：個人

◇

７１７，０００円
４５１，０００円
企業団体 ２６６，０００円
●寄付金
５４０，２３８円
（２５件）

◇ 2８年度 賛助会費の使途 ◇
①いきいきサロン（2３ケ所）
②福祉協力校運営費（７校：町内全校）
③買物支援
④「困った時は、お互いさん」事業
⑤地区懇談会事業 等
（※上記の事業に使用させて頂きました）

皆さまからお預かりいたしました『賛助会費・寄付金』は、使途検討委員会で検討した上、福祉事業で
有効に使わせていただきます。 今年度も、どうぞよろしくお願い致します。

平成２７年度に策定された『紀宝町地域福祉（活

特に、平成２９年度に社協が率先して取り組む事業

動）計画』を推進するため、進捗状況を確認したり、

等を中心に掲載します。

助言をいただいたり、意見交換をする場所として、

① 地区懇談会やサロン等で、計画の啓発を行うとと

『地域福祉計画推進委員会』を設置しています。
計画は、立てたら終わりではなく、立ててからが
本当の勝負です。よく『絵に描いた餅』にならない
ようにと・・・叱咤激励をいただいています(~_~;)
平成２９年度第１回

地域福祉活動計画推進員会

を開催しましたので、報告させていただきます。
まず、初めに委員の追加・変更があり委嘱状が渡
されました（下記委員名簿参照）
。

もに、地域住民の皆さんの意見を計画に反映させ
ていきます。
② 子どもの頃から、『ふくし』にふれあえる仕組み
を検討していきます。
③ 町では、いきいきサロンなど、地域の運営ボラン
ティアが率先して、活動してもらっているが、
もっと気軽に、近場で、つどえる場づくりを考え
ていきます。

次に、①～⑩重点項目について、平成２８年度事
業報告⇒課題・問題等⇒平成２９年度事業計画を担
当より報告し、委員の皆さんから、質問や意見をい
ただきました。

④ 「ふくし委員」について、創設に向け、検討して
いきます。
⑤ 平成２９年度は、ボランティア・市民活動センタ
ー設立１０年の節目の年です。

この計画の推進は、行政だけが、社協だけが、い
くら頑張っても、十分達成したということにはなり
ません。地域の住民の皆さんの協力が必要です。
『ふだんのくらしをしあわせに感じるまち』へと、
前進・・・一緒に歩んでいきましょう。

◇記念イベントを実施します。
◇ボランティアの意識調査を実施します。
⑥ 食・買い物サービスについて、意見を聴き、見直
し等を検討していきます。
⑦ 「ひきこもり支援」について、実態把握や、家族
等の支援も含めつどう場の創設も検討していき

地域福祉活動推進委員（敬称略）

ます。

１．濵口啓

８．小阪利代

15．寺地恵美子＊ ⑧ 「法人後見」受託にむけ準備していきます。

２．樫山恵美

９．岡本徳惠

16．元屋敷英樹＊ ⑨ 災害時の避難行動要支援者名簿、災害時要援護者

３．曽越勲

10．松場宏

17．岡本こずえ

名簿等様々な名簿があるので、町・民児協・社協

４．久原章作

11．森新一

18．堀切貴子

で検討する場を設けていきます。

５．有城安子

12．福本寿奈緒 19．中野大

６．須川恭行

13．裏木國弘

７．地案光徳

14．近藤勝彦＊ 21．山口訓広（三重県社協）＊3 名が新たに加わった委員の方です。

20．大井智香子（皇学館大学 現代日本社会学部准教授）

6 月号で、ボランティア・市民活動センターの総会の報告を掲載し、新運営委員の皆さんを紹介させてい
ただきましたが、新たに加わっていただいた、まなびの郷ボランティア（まなびボランチ）の千葉
訓（ちばひろのり）様のお名前の記載漏れがありました。お詫びとともに、訂正させていただきます。

寛

2017年7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

土 ▲鵜殿ぼたんサロン（ふるさと歴史館）

日

曜

14

金 ▲子育てサロンふれんZOO（鵜殿地域交流センター）

●はっぴーすまいる（福祉センター）
2
3

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
▲社協職員応急手当講習（神内福祉センター）

▲成川飯盛サロン（飯盛ふれあい会館）

●高齢者地域見守り隊啓発活動（マル井マート）

月 ▲神内サロン（神内会館）

15

土

▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

16

日

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター）

17

月 海の日

18

火

火 シニア生き生きチャレンジ教室（御浜町）

5

水 ▲鮒田サロン（鮒田構造改善センター）

★民生委員児童委員協議会役員会・定例会（福祉センター）

■ルーラル電子図書館活用講座（鵜殿図書館）

●寺子屋分校和紙人形教室（福祉センター）

●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

●サークルほほえみ研修会（太地町）

▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター）

★福祉児童相談（桐原生活改善センター）

19

水 ▲子育て支援 タッチケア（福祉センター）

■カフェいっぷく亭（鵜殿交流センター）

木 ★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

▲子育てサロンふれんZoo（神内会館）
7

容

日 ▲成川下地サロン（成川生活改善センター）

4

6

内

金 ▲鵜殿さつきサロン（那智勝浦町）

★福祉児童相談（上地多目的集会施設）
20

木 ●ダンボおもちゃの病院（福祉センター）

■紀南介護保険広域連合

21

金 ●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）

22

土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

8

土 ●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷）

■スペシャルおはなし会（鵜殿図書館）

9

日 ■民生委員創設１００周年記念全国大会（東京）

23

日

10

月 ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

24

月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

11

火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館）

▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

■シニア生き生きチャレンジ教室（御浜町）
12

水 ■シニア生き生きチャレンジ教室（御浜町）

▲高岡サロン（高岡防災センター）
25

火 ▲寺子屋広場（福祉センター）

▲子育て支援クッキング広場（福祉センター）
▲井田上野サロン（上野つどい館）

■紀南地域生活支援体制整備事業検討委員会（熊野市）

26

水 ▲心配ごと相談（巡回相談）

■シニア生き生きチャレンジ教室（御浜）

▲社協職員応急手当講習（神内福祉センター）
13

●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）
木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅）
■介護者サロン（まなびの郷）

27

木 ▲井田茶屋地サロン（上野つどい館）

28

金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

29

土

●寺子屋分校男流ダンボ調理教室（福祉センター）

30

日

31

月 ●傾聴ボランティアクローバーの会打ち合わせ（福祉センター）

▲井田地下サロン（見松寺）

三重ボランティア基金強調月間
（6月1日～30日）
６月１４日（水）１０時～１１時
マル井マート、コーナン前でボランティア・
市民活動センター運営委員等７名で募金活動を
おこないました。

募金額：１７，６５５円
◆社協では、ボランティア活動や町の行事などの情報を
共有し、明るいまちづくりをすすめています。

募金にご協力ありがとうございました。

１９日

タッチケア

講師
本館千子先生

時 間： １０時～１１時
参加費： 町内 1 組 800 円、町外１組 1,000 円
容：

10 時～11 時 30 分
★ 参加費：大人も子ども 100 円

会 場： 紀宝町福祉センター
内

子育てサロン 情報

オリーブオイルを使ったベビーマッサ

６日

ふれん ZOO

①

（木） 場 所： 神内会館
内 容： 絵本作り

ージです。親子のスキンシップが目的で

申込締切 7 月４日（火）

す。

１４日 ふれん ZOO ②

１２日

（金） 場 所： 鵜殿交流センター

クッキングひろば

講師

平 典子さん

内 容： 風鈴作り
申込締切 7 月１１日（火）

時 間： １０時～１１時３０分

2４日

会 場： 紀宝町福祉センター

（月） 場 所： 井田公民館

あらいぶ

参加費： ５００円

内 容： 夏を楽しもう

定 員： 5 組 （託児あり）

おやつ:

お楽しみ

内 容： 季節の野菜でランチプレート

２０日 ダンボおもちゃ病院
＊要予約制です。

ボランティア
『ダンボ』

時 間： １０時～１１時３０分
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。
日

時：７月２6 日（水）

１０時～１５時

事前にお預かりすることも可能です。

今月は各地区を巡回します
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：大岡春雄・保田啓一・龍神弘重
(敬称略)

①日時：7 月５日（水）10 時～12 時
場所：桐原生活改善センター
相談員：梶屋喜一・田中啓一

Ｂ班
１０時～１２時

紀宝町福祉センター

１３時～１５時

大里多目的集会施設

相談員：前地幸久・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

（敬称略）
②日時：７月１９日（水）10 時～12 時
場所：上地多目的集会施設
相談員：中山高明・瀧之上勝
（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。

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 7 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）
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。

夏は花火大会や夏祭りなど、浴衣を着る機会が
たくさんあります。浴衣の着付けのポイントを教
わりましよう。お子様連れ大歓迎です。
ぜひ、気楽にご参加ください。
●７月２５日（水）13 時３０分～１５時
○場 所：紀宝町福祉センター
○講 師：着付け分校の皆さん
○定 員：10 名 ○参加費：１００円
○持ち物：ゆかた
＊お持ちでない方は練習用を準備します。

紀宝町絵手紙サークルこんにち和

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。
●７月１２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１３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

和紙の温かさを感じながら、素
敵な和紙人形をつくります。
●７月５日（水）
1３時～１５時
○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：1,500 円
○持ち物：はさみ・ボンド・
ピンセット・さし

団体に属さず個人で社会貢献を
希望される個人の方や、グループに
加入しているが、「自分の特技や趣
味を活かした活動もしたい！」とい
う方に、
「個人ボランティア」の
登録を進めています。
登録し、一緒に活動しみません
か。
（現在の登録人数は、65 名）

お問合せ

登録ヘルパー随時募集中！

地域福祉 時松

