
 

Ｐ１ 歳末たすけあい運動 

Ｐ２ 放課後児童クラブ 

・つれもてまつり予告 

Ｐ３ 災害ボラセン報告 

・歳末たすけあい 

Ｐ４ カレンダー 

Ｐ５ 子育て支援・相談所開設 

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/放課後児童ｸﾗﾌﾞ 

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 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1510271715/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5rdXJheW9zaGlzaGFreW8uY29tL2ltZ3MvaWxsdXN0X3Rhc3VrZWFpXzIuZ2lm/RS=^ADB0zLQ1LEjoz_UARC4gpOXteHxdrs-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmk4Z1RIWWc1M2tSTUdKa1dmRkgxRlB4SkpPNEVSOHI1b2pIV19GVnpUYjBoVno1NHBEQ2tSdWRBBHADNXEyejVweXI0NEdmNDRHWjQ0R1I0NEdDNDRHRUlPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQS0tBHBvcwM4BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp


第 12 回社協つれもてまつり実行委員会が、10 月

20 日に開催されました。下記のとおり日程が決まり

ましたので、お知らせします。 

日 時：平成３０年３月１１日（日）  

           １０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター  

 

みなさまのご参加・ご協力お願いしま～す！ 

 第 12回社協つれもてまつり実行委員一同    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『放課後児童クラブ』とは、保護者が労働等により、昼間家庭にいない町内

小学校に通う児童を対象に、子どもたちの安全な居場所と保護者が安心して預

けられる環境の提供を行い、地域とも連携を図りながら、子どもが健やかで豊

かに育つことができるように援助します。運営は、紀宝町社会福祉協議会が行

います。 

 

 

 

 

■■ きほっこ概要 ■■ 

開設日  月～土曜日（日曜日・祝祭日・年末年始は

お休みです） 

利用時間 平 日 授業終了～18時 

     土曜日 8時 30分～12時 30分 

（学校がある日はお休みです） 

     長期休暇 8時 30 分～18時 

 （土曜日は 8時 30分～12時 30分） 

利用料  月 額  15,000円 

     長期休暇中は、日額 1,200円 

  （土曜日は日額 600 円） 

     ＊ひとり親世帯で所得基準を満たす方、生活

保護世帯の方については、利用料減免があり

ますので、申し込み時に減免申請書も提出し

て下さい。 

通所方法 平日については、鵜殿小学校は集団下校、そ

の他の学校は「きほっこ」の方でお迎えしま

す。「きほっこ」へのお迎えは、保護者の方

でお願いします。土曜日・長期休暇中の送迎

は、保護者の方でお願いします。 

 

 

■■ 募集対象者 ■■ 

① 町内小学校に通う児童 

（平成３０年 4 月 1日現在） 

② 放課後家庭が留守になる児童 

③ 保護者の都合によりどうしても家庭での

養育が困難な児童 

④ その他、保護者の要望により協議し、必要

と認めた児童 

■■ 募集人員  ■■  20名 

 

■ 申込期間  平成２９年 12 月１１日

（月）～ 平成３０年 1 月１９日（金）まで 

■ 申込手続き 

紀宝町役場福祉課、紀宝町社会福祉協議会

（紀宝町福祉センター）に備えつけの申込書

に必要事項を記入の上、役場福祉課、又は社

会福祉協議会へ提出して下さい。 

■ 申し込み･お問い合わせ先 

紀宝町役場 福祉課   ☎３３－０３３９ 

紀宝町社会福祉協議会  ☎３２―０９５７ 

 



台風２１号による被害状況

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                

  

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

●災害ボランティア活動（最終報告） 

 １．活動ボランティア総数・・・・・・・７１名 

 ２．要望の受付け件数・・・・・・・・・１７件 

 ３．活動日数・・・・・・・・・・・・・８日間 

～紀宝町内で住家浸水：床上７２世帯、床下６３世帯～ 

去る、１０月２２日（日）夜に最接近した「台風

２１号は、上記のとおり、紀宝町にも多大な被害を

もたらしました。 

 早速、社会福祉協議会では、翌日２３日午後３時

から「災害ボランティアセンター設置」準備委員会

を開催いたしました。 

行政、災害ボランティアコーディネーター役員、

ボランティア・市民活動センター運営委員長と慎重

審議の上、２４日から「紀宝町災害ボランティアセ

ンター」を立ち上げ、２９日（日）まで要望を受付

けることを決め、活動を開始いたしました。 

 ボランティアにつきましては、「災害ボランティ

アコーディネーター」とボランティアセンターに登

録している「個人ボランティア」の方々にお願いし、

状況を見ながら、その都度、対応していくことにい

たしました。 

 お蔭様で、１０月３１日（火）１７時１５分を持

ちまして、「紀宝町災害ボランティアセンター」を

閉所することができました。 

８日間、ボランティア活動に携わっていただきま

した方々に対しまして、厚くお礼申し上げます。 

【災害ボランティアセンター設置準備委員会の様子】 

地域歳末たすけあい運動 

「地域歳末たすけあい運動」は、新たな年を迎え

る時期に、高齢者、障害者、子ども、若者、福祉サ

ービスを必要とする人など誰もが地域社会の一員

として参加できるさまざまな福祉活動を展開し、地

域において孤立することなく自分らしく、安心して

暮らすことができる福祉のまちづくりへの幅広い

理解と参加を図るものです。 

＊『平成２９年度 地域歳末たすけあい運動実施要項』より引用 

 

 紀宝町におきましては、募金は歳末配食サービス

事業、防災対策事業に使わせていただきます。 

 

 

 

 

【写真は昨年度の様子】 

●街頭募金のお知らせ 

  

実施日時 平成２９年１２月 1 日（金） 

１０時～１１時 

実施場所 マル井マート 様 

福祉の店「アプローチ」 

 

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

つながり ささえあう みんなの地域づくり 



　2017年１２月のカレンダー

日 曜 内　　　　　　容 日 曜 内　　　　　容

1 金 ▲神内地区懇談会（神内会館） 15 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） 16 土

2 土 ▲鵜殿ぼたんサロン（ふるさと歴史館） 17 日 ★総合研修会（紀北町）

●はっぴーすまいる（福祉センター） 18 月 ▲寄ってっ亭（成川上地多目的集会施設）

■防災フォーラム（まなびの郷） ▲ボラ・市民１０周年記念イベント実行委員会（福祉センター）

3 日 ▲成川下地サロン（成川生活改善センター） ▲つれもてまつり実行委員会（福祉センター）

▲ボラコ養成講座修了式＆設置訓練（福祉センター） 19 火 ★民生委員児童委員協議会定例会（福祉センター）

4 月 ▲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）

▲子育て支援リズムリトミック（福祉センター） 　 　　　 ▲災害対策会議（福祉センター）

▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） 20 水 ▲子育支援タッチケア（福祉センター）

▲紀北町社協来所（福祉センター） ★福祉児童相談（上地多目的集会施設）

●ボラ・市民運営委員会（福祉センター） ■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター） 21 木 ●ダンボおもちゃの病院（福祉センター）

5 火 ▲大里サロン（大里多目的集会施設） 22 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

6 水 ★福祉児童相談（桐原生活改善センター） ■申込制赤ちゃんおはなし会（鵜殿図書館）

●安子さんの着付け教室（福祉センター） 23 土 （天皇誕生日）

7 木 ▲子育てサロンふれんZoo（神内会館） ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

▲地域福祉活動計画推進委員会（福祉センター） ▲鵜殿地区配食サービス（福祉センター）

▲初級手話教室⑤（福祉センター） ■申込制赤ちゃんおはなし会（鵜殿図書館）

■人権研修会（まなびの郷） 　 　 ■ボランティア養成講座(鵜殿図書館）

■申込制赤ちゃんおはなし会（鵜殿図書館） 24 日 （クリスマスイヴ）

8 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター） 25 月 （クリスマス）

■申込制赤ちゃんおはなし会（鵜殿図書館） ▲高岡サロン(高岡防災センター）

■ボランティア養成講座（鵜殿図書館） ▲井田地下サロン（地下集会所）

9 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

●鵜殿地区配食サービス（まなびの郷） 26 火 ▲寺子屋広場（福祉センター）

■ボランティア養成講座（鵜殿図書館） ▲避難訓練（福祉センター）

10 日 ■児童文学者石井桃子さんドキュメント映画上映会（鵜殿図書館） 27 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

11 月 28 木 （御用納め）

12 火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館） 29 金

13 水 ▲子育て支援やってみよう広場（福祉センター） 30 土

▲井田上野サロン（上野つどい館） 31 日 (大晦日）

14 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅）

▲初級手話教室⑥（福祉センター)

■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

●男流ダンボ料理教室（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。

◆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。



◆７日   ふれんＺＯＯ合同サロン 

   (木）  場 所：神内会館 

    内 容：お楽しみ  

 

     申込締切 １２月５日（火） 

＊参加は予約制とさせていただきます。 

 

◆２５日 あらいぶ 

  (月）  場 所：井田公民館 

     内 容：クリスマスを楽しもう！ 

      おやつ：お楽しみ 

 ＊参加費は大人も子どもも１００円です 

  但し町外の方は２００円になります 

     

 

 

                                          １０時～ 

                                           １１時３０分 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             あ 

                              

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日  時：1２月６日（水）10 時～12 時 

場  所：桐原生活改善センター 

相談員：瀧之上勝・西増初代（敬称略） 

 

②日  時：1２月２０日（水）10 時～12 時 

  場  所：上地多目的集会施設 

  相談員：有城正剛・田中孝史（敬称略） 

                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： リズムにのって身体を動かそう！ 

  

                  講師 

                  伊藤 真理さん  

 時 間： 10:00～11:30   託児あり 

   場 所： 紀宝町福祉センター（要予約５名まで） 

   参加費： ４００円 

   内 容： 木の実で作る 

       クリスマスツリー 

                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。 

                  

時 間： 10:00～11:30 

 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。 

事前にお預かりすることも可能です。 

４日 リズムリトミック 

１３日 やってみようひろば ２１日 ダンボおもちゃ病院 

２０日 タッチケア 

 子育てサロン 情報 

日 時：1２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・久原章作・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 

 

 



 
広場・各分校とも１２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 

 

団塊世代の男性を対象に食の

自立を応援します 

【お楽しみメニュ】 

●１２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 

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 

昨年、好評だった「お正月飾りミニ門松」を今年も教えてい

ただきます。２０１８年も手作りの門松で福をたくさん迎え入

れましょう。お気軽に、ご参加してください。 

●１２月２６日（火）１０時～１２時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：紀宝町青少年育成町民会議 

       の皆さん 

○定 員：２０名  

○参加費：８００円 

○持ち物：持ち帰りの袋 

 

全ての県民が、家庭や地域社会にお

いて、思いやりと連帯意識に支えられ

明るく生きがいのある生活を、送れる

ことができる福祉社会の現実のため、 

ボランティア活動がいきいきと展開

されるよう支援することを目的に助

成を行います。 

 

対象団体…ボランティアセンターに

登録しており、団体として、福祉の向

上を目的とした活動が、計画的・継続

的に行われていること。 

 

対象経費…福祉活動を目的としたボ

ランティアグループの基盤強化を図

るための器材・器具の助成（助成累計

額２０万円まで申請可能） 

 

応募方法…紀宝町ボランティア・市

民活動センターを通じて書類提出！ 

 

申込み締切 

１２月１５日（金）  

   

 

 

 

  

 

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 

●１２月６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 
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