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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・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 

 



  

 

 今年度も、元気いっぱいの子ども達が、ボランティアスクールに参加してくれています。 

 第 1 回目は、ふくしには、いろいろな形があることやボランティアについて知り、認知症についての

正しい理解と、車イス体験を実施しました。第 2回目は高齢者の方との交流、施設見学を行いました。 

教えてもらったことを意識しながら真剣に取り組む様子や、ふとした発言、毎回の子どもたちのアン

ケートからは、たくさんの学びがあったことが感じられました。 

残りのボランティアススクールも楽しく学び、たくさんの気づきと「ふくし」への関心を深めていって

もらえれば嬉しいと思います。                       実習生：坪田 

① 車いす体験 ② 真剣に説明を聞く様子 ③ 高齢者との交流 ④ 特浴の体験 

 

三重県社会福祉協議会では、一定の所得以下の世帯（生活保護世帯を含む）を対象として、生活福祉資

金貸付事業『教育支援資金』の貸付を行っております。学校教育法に定められた高等学校や大学などへの

進学、通学に必要な経費（入学金や授業料）を無利子で貸し付け、相談、申し込み、返済完了まで継続し

て相談援助する制度です。※各種奨学金制度など他の制度を優先します。 

【貸付の種類】（入学時に限り重複可能） 

就学支度費 入学前に必要な入学金や教科書代、制服、体操服、鞄、通学用の自転車の購入費、 

アパートの敷金礼金など 

       上限：50 万円（入学時１回のみ） 

教育支援費 毎年必要になる授業料、施設整備費、部活動費、通学費など 

       上限：高等学校 3.5 万円／月  専門学校 6.0 万円／月 

          短期大学 6.0 万円／月    大学 6.5 万円／月 

 

貸付には条件があります。また返済は卒業後の生活にも影響を与えますので、 

相談のうえで申請を検討いたします。 

 

〈お問い合せ先〉 地域福祉係 ☎３２－０９５７ 登立・鈴木 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA9rOdmtXgWEAwzuU3uV7/SIG=124bol5bg/EXP=1466746958/**http:/azukichi.net/season/img/summer/sun007.jpg


◆手話講座の開催 

     

〔対象者〕 町内在住で概ね６５歳以上の単身世帯、高

齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者

並びに障がい者であって、心身の障がい及び疾病等の理

由により、寝具類の衛生管理が困難な方。 

〔内 容〕 ①掛布団、②敷布団、③コタツ布団の上  

①～③のいずれか２枚と毛布 

＊３枚のうち、１枚は必ず毛布にして下さい。 

＊対象外となるのは、以下の場合などです。 

 ・敷布団２枚と上布団１枚セット 

 ・上布団３枚のセット ・ムートン等の特殊な素材 

＊詳しくは、神内事業所の担当にお尋ねください。 

 

 

 今年 4月 1日に『三重県手話言語条例』が施行された 

ことに伴い、地域における聴覚障がいや手話に対する 

理解を広めるための『県民手話講座』を右記のとおり 

開催することとなりましたので、この機会に、是非、 

チャレンジしてみては、いかがでしょうか。参加ご希望 

の方は、９月１３日（水）までにお申し込み下さい。 

もっと詳しく学びたい方には、10月より、社協初級手話 

教室も計画していきますので、次月号で詳細をお知らせ 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み先／紀宝町社会福祉協議会 神内事業所 担当：松原・石垣 ☎３２－２０２３ 

 
 
 
■先月（８月）号でご報告いたしました平成２８年度 
紀宝町社会福祉協議会 負担金収入の決算額 
が間違っていました。 
 

（訂正前：１３１，３７９，０００円） 
 
右記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。 
尚、収入合計額等、その他は、そのままです。 
 

＊収入合計 ３８３，２２８，３０４円 
＊支出合計 ３７５，７４２，６６６円 
＊差引額     ７，４８５，６３８円   

収入の部 

科目 予算額 (円) 決算額 （円） 

会費収入 
寄付金収入 
経常経費補助金収入 
受託金収入 
貸付事業収入 
事業収入 
負担金収入 
介護保険収入 
就労支援事業収入 
障害福祉サービス等事業 
助成金収入 
受取利息配当金収 
その他の収入 
固定資産売却収入 
その他の活動による収入 

800,000 

720,000 

50,376,000 

22,485,000 

10,000 

 2,536,000 

11,379,000 

173,065,000 

72,100,000 

42,590,000 

1,812,000 

140,000 

2,492,000 

0 

 5,214,000             

717,000 

540,238 

50,383,376 

21,887,127 

0 

2,354,703 

11,379,000 

170,030,257 

74,580,661 

40,386,943 

1,812,000 

18,201 

3,902,336 

23,560 

5,212,902 

収入合計 385,719,000 383,228,304 

  開催日時：９月 27日（水） 

      13時 30 分～１５時 30 分 

 開催場所：紀宝町福祉センター 

 内 容：講義と実技 

     ・聞こえない事について学ぶ 

     ・聴覚障がい者とのコミュニケ 

    ーションとは？ 

 申し込み先：地域福祉係（時松・鈴木） 

       ☎（３２）０９５７ 

〔料 金〕1,000円 

布団お預かり時に、集配の方にお支払いして下さい。 

丸洗いの実施は、10月を予定しています。 

〔受付期間〕 ※期間厳守させていただきます。 

 平成２９年９月４日（月）～９月２９日（金） 

 （平日 8時 30分～17時 15分まで） 

〔定 員〕５0名 

 ※定員を上回った場合は、前回ご利用者の 

方にはご遠慮いただく場合があります。 

（寝具類の衛生管理のための丸洗い） 

◆布団の丸洗い利用者を募集します！ 

《訂正とお詫び》 

 
 
 

 大変、申し訳ございませんでした。 



　2017年9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） 16 土

★町老連趣味の作品展（まなびの郷） 17 日

■ひきこもり支援研修会（津市） 18 月 敬老の日

2 土 ▲鵜殿ぼたんサロン（ふるさと歴史館） ▲阪松原サロン（阪松原生活改善センター）

●はっぴーすまいる（福祉センター） 19 火 ★民生委員児童委員協議会役員会・定例会（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） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

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）

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

●南京玉すだれ福ふく（福祉センター） ●寺子屋分校着付け教室（福祉センター）

5 火 ■消費生活問題啓発研修会（紀宝町役場） ★福祉児童相談（井田公民館）

6 水 ★福祉児童相談（福祉センター） ■カフェいっぷく亭（大里多目的集会施設）

7 木 ▲子育てサロンふれんZoo（神内会館） 21 木 ▲第５期災害ボランティアコーディネーター養成講座①（福祉センター）

★遺族会役員会（福祉センター） ▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ▲音楽療法（福祉センター）

8 金 ▲鵜殿すみれサロン（ふれあい会館） ●ダンボおもちゃの病院（福祉センター）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター） ★身体障がい者福祉会ＧＧ大会（鵜殿クラウンド）

9 土 22 金 ●ほほえみ配食サービス（福祉センター）

10 日 ★ひとり親家庭・寡婦交流事業（太地町） 23 土 秋分の日

11 月 24 日

12 火 ▲井田馬場地サロン（井田公民館） 25 月 ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

★民生委員創設１００周年記念大会（津） ▲高岡サロン（高岡防災センター）

13 水 ▲鵜殿さつきサロン（井内→御浜） ▲寄ってっ亭（成川上地多目的集会施設）

▲井田上野サロン（上野つどい館） ▲井田地下サロン（地下集会所）

▲子育て支援クッキング広場（福祉センター） ●傾聴ボランティアクローバー（福祉センター）

★福祉連絡会役員会（福祉センター） 26 火 ▲成川飯盛サロン（飯盛多目的集会施設）

●寺子屋分校和紙人形教室（福祉センター） 27 水 ■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町）

14 木 ▲地域福祉活動計画推進委員会（福祉センター） ■県民手話講座（福祉センター）➡Ｐ３掲載

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） ▲心配ごと相談（福祉センター）

▲社協職員研修会（神内福祉センター） ▲寺子屋広場（福祉センター）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） 28 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

●寺子屋分校男流ダンボ調理教室（福祉センター） ★身体障がい者福祉会ＧＧ大会（予備日）

15 金 ▲子育てサロンふれんZOO（福祉センター） 29 金

●ほほえみ配食サービス（福祉センター） 30 土 ■おはなし会（鵜殿図書館）

●高齢者地域見守り隊啓発活動（マル井ストア前）

　　　　▲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。

第５期災害ボランティアコーディネーター養成
講座への参加のお誘い！

先月号でも掲載しました養成講座を９月２１日

（木）～６回講座で行います。
興味のある方は、是非、この機会に、ご参加下さい。
講座のチラシは、紀宝町福祉センター、神内福祉セ
ンター、役場防災対策係に備えております。



                 講師 

                  福田朝子先生 

時 間： １０時３０分～１１時３０分 

 会 場： 紀宝町福祉センター 

 参加費：  町内 1組 300 円、町外１組 500 円 

 内 容： 歌をうたったり、楽器を使ったり、心も 

      身体のリフレッシュできます。 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               講師 

 

 

                            

 

宇させて 

 

 あたたかい善意をありがとうございます 

                         福祉向上のため活用させていただきます 

 

 向井 章恭 様（阪松原） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 日 時：９月 6 日（水）10 時～12 時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：濵口 啓・林 幸生（敬称略） 

 

② 日 時：９月 20 日（水）10 時～12 時 

   場 所：井田公民館 

相談員：鈴木喜代治・和田美知代（敬称略） 

            

                 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：  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。 

  

 

 

10 時～11 時 30 分 

★ 参加費：大人も子ども 100 円 

 ７日 ふれん ZOO ① 

  （木） 場 所： 神内会館 

      内 容： 夏祭り 

     申込締切 ９月４日（月） 

 

  １５日 ふれん ZOO ② 

  （金） 場 所： 紀宝町福祉センター  

      内 容： 水遊び 

     申込締切 ９月１１日（月） 

 

2５日 あらいぶ 

  （月） 場 所： 井田公民館 

      内 容： お月見あそび 

      おやつ:   お楽しみ 

                 講師 

                  辰巳さん                  

 時 間： １０時～１１時３０分 

 会 場： 紀宝町福祉センター 

 参加費： 400円     

 定 員： 5組 （託児あり） 

 内 容： すしめしひろば 

＊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。 

事前にお預かりすることも可能です。 

２０日  タッチケア 

２１日 ダンボおもちゃ病院 

２１日  音楽療法 
 子育てサロン 情報 

日 時：９月２７日（水）１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

 相談員：大岡春雄・久原章作・有城安子 

                (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 

 

 

１３日 クッキングひろば 

 



９  

広場・各分校とも９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。 

●９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。 

●９月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 

 

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。 

光沢があり丈夫な畳のへりは、日本伝統の素材で模様や柄

はさまざまです。折り紙を折る要領で布を折り、縫い止めて

いく手法で仕上げていきます。気楽にご参加ください。                       

●９月２７日（水）13 時～１６時 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：福嶋古味枝さん（神内） 

○定 員：10 名 

○参加費：６００円 

○持ち物：縫い糸（ベージュ、黒）木綿針、       洗

洗濯バサミ、糸切りはさみ 

      

      

 

 

 

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。 

  かぐや姫 

●９月１３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 

開催日 11月３０日（木） 

      ～12月１日（金） 

    11 時３０分 受付 

会場 日光市藤原総合文化会館  

     きぬ川ホテル三日月 

申込締切 10 月 13 日（金）  

 

今回のサミットは、一人ひとりが

もつ様々な形の“誇り”に触れてい

きながらも、自分自身の内面に存在

する“誇り”を感じてほしいことを

目的としています。詳しくは、パン

フレットを用意していますので、お

声がけ下さい。 

 
 

 

＊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 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1502930855/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MjcwOS5wbmc-/RS=%5eADBP._smyRfqbV2pl12uPXOvNbfe9w-;_ylt=A2Rivb8nlpNZHjsADkiU3uV7

