
《宅配サービス》 

町内に住む高齢者・

障がい者の方が対象 

 

○配達日 

（火）高岡、相野谷 

（水）成川、鵜殿 

（木）井田、神内 

（金）鮒田、浅里方面 

<祝日はお休み> 

※上記以外でも対応

が可能な場合がござ

いますので、一度ご

連絡下さい！ 

 

 

P１ 宅配サービス・移動販売 

P２ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ・初級手話教室 

P３ 教育支援資金・寝具等の丸洗い 

P４ カレンダー・Reスタート 

P５ 子育て支援・相談所開設 

P６ 情報伝言板 

   

      

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

《移動販売》 

◯移動販売日 

（火）成川 

（水）平尾井、阪松原、大里 

（木）井田 

（金）福祉施設等 

（土）鵜殿 

 

 

【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 

TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ） 

【鵜殿事業所】 

総務・地域福祉事業

〒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 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

総務・地域福祉/放課後児童クラブ 

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

アプローチ 

（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 

 

 

ご連絡先は… 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアスクール 

日頃、言葉・メール・電話等いろいろな方法でコ

ミュニケーションをとっています。手話もその一

つです。手話を通じてたくさんの方と交流できる

ことを目的に今年も「初級手話教室」を開催しま

す。毎年、親子で参加している方も沢山います！ 

関心のある方は、ぜひお申込み下さい。 

 講 師 手話サークル「すいせん」の皆さん 

 申込先 総務・地域福祉 時松、西那 

 申込締切 9月２８日（金） 

  

 

 

日 時 ①１０月４日  ②１０月１１日 

    ③１０月１８日 ④１１月１日 

    ⑤１１月８日  ⑥１１月１５日 

時 間 １９時～２０時３０分 

料 金 無料 

会 場 福祉センター（鵜殿） 

《今後の予定》 

第３回 8月２８日(火)「高齢者との交流」 

第４回 9月 8日(土)「災害時の食事づくり」 

第５回 ９月 22日(土)「ウォークラリー」 

と盛りだくさんの内容がまだまだ続きます。 

途中からの参加でも大歓迎です。（対象 小学 

４年生～中学 3年生） 

申込先・問合せ   下記に記載 

  

自分たちが生活する中にある「ふだんの くらしを 

しあわせに」を体感してもらうことを目的に開催中の

ボランティアスクールに、元気な子供達が参加してく

れています。 

第１回目は「認知症を正しく理解しましょう！」と

いうことで、「認知症とは？」「認知症の方と接する方

法」等を地域包括支援センターの職員の方から学びま

した。その後は、車いす体験を行い車いすの仕組みや 

介助方法を学ぶ中で、車いす利用している方の気持ち

を理解することを学びました。 

第２回目は、室谷鉄士さん夫妻（鵜殿）から布ぞう

りを教わりました。ボランティアのサポートもあり、

子供達は悪戦苦闘しながらも、素敵な作品を完成する

ことができました。完成したぞうりを履き、満面の笑

みの子供達からは「難しかった」「出来上がって嬉しい」 

と沢山の感想を聞くことができました。 

 

 

問合せ先 ☎（３２）０９５７ 

総務・地域福祉係：時松・西那 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金の種類 教育支援費 就学支度費 

資金使途 

授業料 施設整備費 実験実習費 

部活動費 通学費など、修学するのに

必要な経常経費 

入学金 教科書 参考書 学用品 

制服 体育着 鞄 靴 通学用自転車 

などの経費 

貸付金額 

【月額】 

高校 ３．５万円以内 

短大 ６．０万円以内 

高専 ６．０万円以内 

大学 ６．５万円以内 

【入学時１回のみ】 

 

５０万円以内 

 

 

対象となる

学校・学科 

・学校教育法に規定される学校で全日制・定時制・通信制の各課程 

・高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の専門課程 

貸付利子 無利子 （延滞利子 年５％） 

〔料 金〕1,000円 

布団お預かり時に、集配の方にお支払い下さい。  

 

〔申込期間〕 ※期間厳守させていただきます。 

 平成３０年９月３日（月）～９月２８日（金） 

 

〔実 施〕10月に予定しています。 

 

〔定 員〕３0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。 

〔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〕 衛生管理の為の寝具類の丸洗いです。 

 ●布団上下と毛布、又はコタツ布団上と毛布等 

 

＊３枚のうち、１枚は必ず毛布にして下さい。 

＊対象とならないもの 

 ・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下さい。 

◆寝具等の丸洗い利用者を募集します！ 

◇ 申し込み先 

神内福祉センター（神内 277-2） 

 ☎ （３２）２０２３ 

担当：松原・田中まで 

平日 8 時 30 分～17 時 15 分の間に、お問

合せ・お申し込み等お願いします。 

 

◆生活福祉資金貸付制度 教育支援資金のご案内 

＊他の各種奨学金制度を優先して下さい。 

＊三重県社会福祉協議会が行う審査会で貸付の可否が決定します 

ので、申請しても必ず貸付が利用できるとは限りません。 

問合せ先 ☎（３２）０９５７ 

総務・地域福祉係：登立・鈴木 



　　　　　2018年9月のカレンダー

日 曜 内　　　　　容　 日 曜 内　　　　　容

1 土 ▲鵜殿ぼたんサロン（鵜殿ふるさと歴史館） 16 日

●はっぴぃすまいる（福祉センター） 17 月

2 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） 18 火 ▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター）

3 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

▲神内サロン（神内会館） ●寺子屋分校　楽しい手芸教室（福祉センター）

●南京玉すだれふく福（福祉センター） ★民生委員・児童委員協議会役員会（福祉センター）

4 火 ★町老連　趣味の作品展（まなびの郷） ★民生委員・児童委員協議会定例会（桐原）

5 水 ▲おしゃべりサロン（長谷集会所） 19 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

★福祉児童相談（福祉センター） ■カフェいっぷく亭（大里多目的集会所）

★町老連　趣味の作品展（まなびの郷） ★福祉児童相談（井田公民館）

6 木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館） 20 木 ▲子育て支援　音楽療法（福祉センター）

▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター） ★身体障がい者福祉会　グラウンドゴルフ大会（深田グラウンド）

7 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） ■紀南地域生活支援体制整備事業検討会議（御浜町）

8 土 ▲ボランティアスクール第４回目（福祉センター） 21 金 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター） ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）

■竹かご編み教室（鵜殿図書館） ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

9 日 22 土 ▲ボランティアスクール第５回目（福祉センター）

10 月 ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館） ■おはなし会（鵜殿図書館）

▲寺子屋広場（福祉センター） 23 日

▲阪松原サロン（阪松原改善センター） 24 月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

11 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） ▲井田地下サロン（地下集会所）

▲ステップアップ事業視察研修（静岡県菊川市） 25 火 ▲飯盛サロン（飯盛ふれあい会館）

12 水 ▲井田上野サロン（上野つどい館） 26 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

▲ステップアップ事業視察研修（静岡県菊川市） ▲クッキングひろば（福祉センター）

13 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） ▲法人後見運営委員会（福祉センター）

●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター） ●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） 27 木 ▲井田茶屋地サロン（新宮市）

14 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 28 金 ▲地域福祉活動計画推進委員会議（福祉センター）

■高齢者見守り隊街頭啓発活動（主婦の店前） ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

★権利擁護研修会（熊野市） 29 土

15 土 30 日

～高齢者のための弁護士の無料電話相談のお知らせ～

　 　　　　

　

▲社協事業　●ボランティア活動　★その他　■町行事等
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。
会場の福祉センターとは、本所鵜殿事業所のことです。

✿介護有資格者 Ｒｅスタート研修 参加者募集✿

◎内 容：介護保険制度の動向、介護技術、コミュニ

ケーション技術、認知症ケア、就職相談、

施設体験２日間(希望者)など

◎定 員：３０名

◎申込み・問い合わせ先

三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター

☎059-227-5160 （平日９時～１７時）

◎日 時：平成３０年１０月４日(木)・１２日(金)

１０時～１６時３０分

◎会 場：尾鷲市福祉保健センター（尾鷲市栄町５-５）

◎対 象：介護の資格をお持ちで、現在福祉・介護の

仕事をしていない方 もしくは、介護職として

就職または復帰後、おおむね１年未満の方

◎参加費：無料

介護の資格はとったけど、ブランクがある人や、介護現場に就いている・復

帰したけど、正直不安な人。そんなあなたを応援します！！

介護の知識や技術のスキルアップ研修会に参加して、不安を解消して福祉・

介護の現場で活躍しませんか。就労相談もあります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援は、保育所入所前のお子さんを持つ親子さんを対象にしています。 

施設の無料開放も行っています（月・水・金 10時～12時）2 階交流室 2 

１９日（水）タッチケア 

 

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。 

２０日（木）ダンボおもちゃ病院 

 

〈 ボランティア ダンボ 〉 

時 間： 10:０0～11:30 

会 場： 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。 

６日（木） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ９月５日 

会 場： 神内会館 

内 容： 夏祭り 

子育てサロン 時間：10：00～11：30 参加費：大人も子供も 100 円 

２１日（金） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ９月２０日 

会 場： 鵜殿交流センター 

内 容： オリジナルカップ 

１０日（月） あらいぶ 

会 場： 井田公民館 

内 容： お月見ごっこ 

おやつ： お楽しみ 

 

２６日（水）クッキングひろば 

 

講 師： 伊藤真理先生 

     託児あり（要予約５名まで） 

時 間： 10:00～11:30 

会 場： 紀宝町福祉センター 

参加費：  ３００円 

内 容： 豆乳きなこビスケット 

持ち物： エプロン 

① 日 時：９月５日（水）１０時～１２時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：鈴木喜代治・屋敷博未（敬称略） 

② 日 時：９月１９日（水）１０時～１２時 

場 所：井田公民館 

相談員：瀧之上勝・和田美知代（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。 

日 時：９月２６日（水）１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：田中啓一・梶屋喜一・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。 

２０日（木）音楽療法 

 

講 師： 福田朝子先生 

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、町外１組５00 円 

内 容： 音楽療法士のもと、音楽を聴き安ら 

ぎ、歌ったり楽器を使ったり心も体 

もリフレッシュできます♪ 



  広場・各分校とも９月３日（月）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） 

                                  

 

 

 

   

  

     

  

 

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

           

 

   

  

  

 

  

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 

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 

 

紀宝町絵手紙サークルこんにち和 

神倉神社で開催される「お灯まつり」の装束衣装に欠かせないわら

じを、今年も練習します。興味のある方一緒に教わりましょう 

●日 時：９月１０日（月）９時～１２時 《9 月 5・６日、    

わらの準備をします。いずれかを受付時に申し出ください》  

○場 所：紀宝町福祉センター   

○参加費：５００円  ○定 員：８名 

○講 師：古家千代子さん（鮒田） 

○持ち物：作業しやすい服装、はさみ 

 

 

 
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。 

 

 

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２６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。 

●９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 

 

 

●９月１８日（火） 

13 時～15 時 30 分 

○定員：７名 

○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：５00 円 

○持ち物：裁縫道具 

  

 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。 

いつからでも参加していただきます。 

 

 

身体障がい者手帳を持っている方を募

って、大会を開催します。一緒に楽し

みませんか？ 

 日 程  9 月 20 日(木) 

 時 間  午前 9 時 30 分 開会 

      (午前 9 時 受付開始)  

      ＊お昼までには終了予定 

 場 所  深田グラウンド 

 参加費  無 料 

 対象者  町内にお住いで、身体障 

      がい者手帳をお持ちの方 

 申込先  総務・地域福祉 

 〆 切  9 月 10 日（月）１７時 

  

  

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534557964/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90b2t1c2FuLm5hbmtpa3VtYW5vLmpwL3Nob3Avb3RvdW1hdHN1cmkvaXRlbS81ODUv/RS=^ADB4wYcBDDGw7iqWlmIKuqURksvLYY-;_ylt=A2RCA9yLLXZbyXMAoCaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534560710/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LXBvY2tldC5jb20va2V5d29yZC8lRTMlODIlQjMlRTMlODIlQjklRTMlODMlQTIlRTMlODIlQjk-/RS=^ADBSDnUkHeo2j6sXr6MpUid.HsR94g-;_ylt=A2RCL5dGOHZbTjMAkwWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534567936/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE1LzEwL2Jsb2ctcG9zdF8yMi5odG1s/RS=^ADBT43sbkE7gFS0u7jxy2lqbwecggQ-;_ylt=A2Rivb5_VHZbKxcAFASU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534569223/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEzLzAyL2Jsb2ctcG9zdF84OTk0Lmh0bWw-/RS=^ADBp41AucBobJ.jd1ymNH.HTdLTA90-;_ylt=A2RiouKHWXZbJSIA6A.U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1534559864/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvNzYzOQ--/RS=^ADB.gPew7gnj0onHb3oBQFc80hpN08-;_ylt=A2RCKw_3NHZbVRgApgiU3uV7

