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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 

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 

 

 

赤い羽根共同募金 
みなさま、ご協力お願いします。 

子育てサロン

「ふれん ZOO」     

夏祭りを 

しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※井田地区は、すでに５月に集められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆『戦没者追悼式』◆ 

日時：平成３０年１０月１９日(金) 

   午前１０時～（約１時間程度）  

場所：紀宝町福祉センター 

       ２階 多機能室 

 

 紀宝町社会福祉協議会では、３年に１度『戦没者追

悼式』を開催しております。また、今回は、平成最後

の『戦没者追悼式』となります。 

 遺族会員の皆さまには、後日、事務局や遺族会地区

役員の方から、参列の有無の確認があると思いますの

で、ご出席の程、よろしくお願いいたします。 

 また、遺族会では、平成３０年度の研修会『三重護

国神社への参拝』を計画していますので、 皆さま、

お誘い合わせの上、ご参加ください。 

 

◆戦没者追悼式のお知らせ 

問合せ先 

紀宝町社会福祉協議会 

☎ （３２）０９５７ 

担当：稲本・鈴木まで 

 

（研修会内容） 

 日にち：平成３０年１０月３０日(火) 

 内 容：三重護国神社参拝等 

 参加費：2,000 円 

 定 員：４０名 

  

平成２９年度に集められた募金は、 

平成３０年度に、以下のように利用さ 

れています。 

（配分総額：   1,457,284 円） 

１． いきいきサロン事業 300,000 円 

２． 子育て支援事業     80,000 円  

３． 配食サービス事業  416,000 円 

４． 社協だよりの作成費 200,000 円 

５． 地域福祉活動事業  260,284 円 

６． 募金活動推進費   200,000 円 

 

✿募金総額の約２割は三重県共同募金会に納 

められ、災害等準備金などに充てられます。 

 

 

 

募金は強制ではありません。 

地区によっては、協力者がご自宅に募

金に伺いますので、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

愛ちゃんと希望くん 

 毎年１０月１日～１２月３１日は、赤い羽根共

同募金の期間です。 

 紀宝町住民のみなさまから集められた共同募

金は、翌年に紀宝町の福祉のために役立てられて

います。 

 みんなが安心して暮らせる町づくりのために

ご協力をお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３４名の小学生でにぎわう！！ 

８月２２日（水）、福祉センターにて、こどもゆめ

まつりが開催されました。 

こどもゆめまつりはこどもたちが地域の大人やボ

ランティアと一緒に体験し、交流する事を目的として

います。６回目となる今年は、過去最高の２３４名が

参加しました。 

オープニングでは、ピエロの「ＨＥＹちゃん」によ

る、バルーンアート、ジャグリングなどのパフォーマ

ンスで小学生だけでなく大人たちも魅了されました。

男子児童がステージに呼ばれ、１人は皿回しをした

り、もう１人はバランス芸の手伝いをしたり、会場を

沸かせました。あっという間の３０分でした。 

ものづくりコーナーでは、４つのうち、１つのコー

ナーを矢渕中学校生活文化部・女子テニス部の生徒と

教員の皆さんが担当し、しおりづくりを実施していた

だきました。 

小学生たちは、食べたり、ニュースポーツをしたり、

ものづくりをしたり盛りだくさんの催しを楽しんで

いました。福祉センター内は笑いと熱気、そして時々

悲鳴（お化け屋敷）でにぎわい、小学生の夏休みの思

い出となりました。 

 

 

ペットボトルのふたでキーホルダー作り 

 

お菓子引き換え所 

たこ焼き器で焼きおにぎり 

「かき氷おいしいね！」 

作ったコマを回してみる 

会場いっぱいの小学生たち！ 

中学生に教わる 

ＨＥＹちゃんのスゴ技！！ 



　　2018年10月のカレンダー

日 曜 内　　　　　容　 日 曜 内　　　　　容

1 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） 15 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

▲子育て支援　リズムリトミック（福祉センター） ●寺子屋分校 楽しい手芸教室（福祉センター）

▲神内サロン（浅里） ■高齢者見守り隊街頭啓発活動（町内）

●南京玉すだれふく福（福祉センター） 16 火 ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

2 火 ▲大里サロン（大里多目的集会所） ★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

3 水 ▲おしゃべりサロン（長谷集会所） 17 水 ★福祉児童相談（神内福祉センター）

▲子育て支援　やってみようひろば（福祉センター） ■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

★福祉児童相談（鵜殿ふるさと歴史館） 18 木 ▲初級手話教室３回目（福祉センター）

4 木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館） ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） 19 金 ▲戦没者追悼式（福祉センター）

▲初級手話教室1回目（福祉センター） ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

★身体障がい者福祉会役員会・拡大役員会（福祉センター） ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

5 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 20 土

6 土 ▲鵜殿ぼたんサロン（ふれあい歴史館） 21 日 ■第１２回紀宝みなとフェスティバル

▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター） 22 月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

●はっぴぃすまいる（福祉センター） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

7 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） ★紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

8 月 23 火 ▲寺子屋広場（福祉センター）

9 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） ★町老連　グラウンドゴルフ大会（深田グラウンド）

10 水 ▲井田上野サロン（浅里） 24 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

▲高岡サロン（鮒田構造改善センター） ●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター）

●寺子屋分校　着付け教室（福祉センター） 25 木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

■児童書作家　杉山亮さん「ものがたりライブ」（鵜殿図書館） 26 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

11 木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（浅里） 27 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

▲初級手話教室２回目（福祉センター） ■おはなし会（鵜殿図書館）

●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター） ■ハロウィンイベント（まなびの郷）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷） 28 日

12 金 ▲鵜殿すみれサロン（鵜殿ふれあい会館） 29 月 ▲井田地下サロン（地下集会所）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター） 30 火

13 土 ▲ひまわりサロン（福祉センター） 31 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

●鵜殿配食サービス（まなびの郷） ★第６７回三重県福祉大会（津市）

■天体観望会（鵜殿図書館） ■成年後見制度講座（役場）

14 日 ■介護予防イベント（まなびの郷）

　 　

　 　 　

　 　　　　

～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。

「集まりの場」 １０月開設情報

日時：平成３０年１０月４日（木）
１３時３０分～１５時

場所：アプローチ邸 紀宝町福祉センター敷地内

（紀宝町鵜殿１０７４－１）

対象者：ご本人・ご家族

問い合わせ：総務・地域福祉係 ☎３２－０９５７

ひきこもり状態・不就労状態でお悩みの方、

ご家族などが集まる場です。

※ 集まりの場での秘密は守られます。

安心してお気軽にご参加下さい。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

３１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。 

１８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。 

４日（木） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 10 月 3 日 

会 場： 神内会館 

内 容： 運動会 

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

１９日（金） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 10 月 18 日 

会 場： 鵜殿地域交流センター 

内 容： ハロウィン 

２２日（月） あらいぶ 

会 場： 井田公民館 

内 容： 秋を感じよう 

おやつ： お楽しみ 

 

３日（水）やってみようひろば 

 

講 師： 森岡 あゆみ 先生 

＊託児あり（要予約８名まで） 

時 間： 10:30～11:30 

会 場： 紀宝町福祉センター 

参加費：  ６００円 

内 容： ハーバリウム(45ml、150ml ２本ｾｯﾄ) 

持ち物： はさみ 

① 日 時：10 月 3 日（水）１０時～１２時 

場 所：ふるさと歴史館 

相談員：林幸生・田中啓一（敬称略） 

② 日 時：10 月 17 日（水）１０時～１２時 

場 所：神内福祉センター 

相談員：西増初代・濵口啓（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：10 月 24 日（水）１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：畦越進・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 

１日（月）リズムリトミック 

 

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、親子で 

楽しく身体を動かそう！ 



  広場・各分校とも 10月１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） 

                                  

 

 

 

   

  

    

  

 

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

   

1月１０ 

 

           

 

   

  

  

 

  

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「きぼ

らんせ」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 

ふくろうは、不苦労・知恵の鳥と知られる縁起物。ミシンを使

わずボンドで貼りつけていくので簡単に仕上がります。   

どうぞ、ご気楽にご参加下さい。 

●日 時：１０月２３日（火）１３時３０分～１５時  

○場 所：紀宝町福祉センター   

○参加費：３５０円   

○定 員：１０名 

○講 師：瀬古三千代さん 

○持ち物：裁縫道具、ボンド 

 

 

 
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。 

●１０月１０日・２４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。 

●１０月１１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 

 

 

１２個の同じパーツを作りそれ

らを組み合わせて仕上げます。 

●１０月１５日（月） 

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：700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。 

 

 

紀宝町福祉センターの 2 階ロビ

ーにおいて、リサイクルコーナー

と手作りコーナーを設置してい

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。品物の売り

上げの一部は町ボランティア基

金に寄付していただき有効に活

用させていただいています。 

 
   

https://www.sozai-library.com/sozai/8519
https://www.illust-pocket.com/illust/9793
https://www.illust-pocket.com/illust/9564
https://www.illust-pocket.com/illust/9786
https://www.illust-pocket.com/illust/9786
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1537321445/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vc296YWkvODE0Mw--/RS=^ADBU7JSvqnF6pvmSrQWdR6ZH_EwjkA-;_ylt=A2RivcVlWKBbHTsAEhOU3uV7

