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神内事業所（デイサービス）
地域福祉活動計画の推進
ボラスク－ル報告、福祉連絡会
カレンダー・集まりの場
子育て支援・相談所開設
情報伝言板

～紀宝町社協デイサービスセンターより～
月～土まで毎日約３５名の方が利用してくれています。
レクリエーションや音楽体操・季節の行事など楽しみなが
ら、様々な活動を通じて自立支援に取り組んでいます。
笑いの絶えないデイサービスセンターです（＾＾）

紀宝町社会福祉協議会

お問い合わせ一覧

【神内事業所】

【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
TEL:33-0101 居宅介護（ｹｱﾏﾈ）

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/

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

社会福祉法人

登録ヘルパー随時募集中！

基本方針

『みんながふだんのくらしをしあわせに感じるまちへ』

平成２７年度に策定された『紀宝町地域福祉（活

平成３０年度に社協が率先して取り組んでいる

動）計画』は、５カ年計画（平成２８年度～平成

事業を中心に掲載します。

３２年度）で、長期的視点をもち、計画的に取り

① 『地区懇談会』の実施

組んでいくよう示された計画書です。
ただし、国・県・町の社会経済状況やニーズの
変化に伴い、適宜、必要な見直しを行います。
本年は、特に、平成２８年～平成３２年の中間
の年でもありますので、進捗状況等を確認し、必
要があれば見直し等を行っていきます。

地区懇談会やサロン等で、計画の啓発を行
うとともに、地域住民の皆さんの意見をお聴
きし、計画に反映させていきます。昨年は、
井田・神内・大里地区で開催しました。今年
度も、３地区開催を目指します。
② 身近な地域でつどえる場への支援
③ ふだんのくらしをしあわせに委員制の創設
地域福祉をすすめるために、身近な地域で
つどえる場（サロン等）への支援、見守りや
支え合いの取り組みを充実させるために「ふ
くし委員（仮称）
」の創設を検討していきます。
④ ひきこもり支援の実施
ひきこもり状態、長期不就労の方や、その
家族の方への支援として、集まりの場を提供
しつつ、関係機関とのネットワークをさらに
充実したものに構築していきます。
⑤ 「新しい人材発掘」講座の開催
⑥ 「古くて新しい活動みつけ」講座の開催
ボランティア活動者の高齢化・人材不足は、
紀宝町だけの問題ではなく全国的な問題で

第２次紀宝町地域福祉（活動）計画の冊子

す。昨年調査したボランティア意識調査を参
考に、今までボランティア活動をしたことが

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。地域住民の皆さんのご協力が必要で
す。基本方針『みんなんがしあわせに感じるまち
へ』に向かって、一緒に進んでいきましょう。
計画の詳細は、社協ホームページに掲載されており
ます。ご一読ください。また、紀宝町福祉センターに
『ダイジェスト版』がありますので、ご希望の方は、
お申し出ください。

ない方（特に若い世代、シニア世代、男性等）
に、気軽に参加していただけるような講座を
開催していきます。
生涯現役で、誰もが『生きがい』を持って
生活できる紀宝町を目指していきましょう。

小学 4 年生から中学３年生の子供たち 17 名が

の方に協力していただ

参加したボランティアスクール（全 5 回）が、修

き、④「飯ごう炊飯」
「廃

了しました。ふくしは特別なことではなく自分た

油キャンドルづくり」⑤

ちの身近に沢山あることを感じてもらうことを目

「ウォークラリー（大里

図
的に毎年行っています。

地区）」を行い交流を図

8 月の夏休みには、➀「ふくしについて」
「認知
症を正しく理解しましよう」
「車いす体験」②「布
ぞうりづくり」➂「高齢者との交流」「入浴体験」
ご協力して下さった
など沢山のことを学習し体験しました。

りました。ボランティアの皆さんご協力ありが
とうございました。
ボランティアスクールをきっかけに「ふくし」
への関心を深めてもらえれば嬉しく思います。

９月には、昨年に引き続き地域のボランティア

紀宝町福祉連絡会主催による福祉講演会を開催します。講演では、どんな場面でもすぐに使え
る、シンプルでポジティブな言葉を使ったコミュニケーション術を伝授していただきます。

●日時：１１月７日（水） １４時～１５時３０分
●場所：紀宝町福祉センター ２階 多機能室
●演題：元気・活気・活力をあたえるトーク術 「ペップトーク」
●講師：日本ペップトーク普及協会
代表理事
岩﨑 由純 氏
●申込：紀宝町社会福祉協議会 総務・地域福祉係 ☎３２－０９５７
１１月２日（金） １７時まで
主催：紀宝町福祉連絡会

共催：紀宝町社会福祉協議会

2018年11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
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。
日

曜

1

木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館）

2

内

容

日

曜

15

木 ▲初級手話教室６回目（福祉センター）

●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

▲初級手話教室４回目（福祉センター）

★町老連 老人福祉大会（まなびの郷）

★身体障がい者福祉会役員会（福祉センター）

■高齢者見守り隊街頭啓発活動（主婦の店）

金 ▲鵜殿すみれサロン（新宮市）

16

金 ▲桐原サロン（桐原生活改善センター）
▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

土 ▲鵜殿さつきサロン（まなびの郷・熊野市）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

■紀宝町文化展（まなびの郷）
4

日 ▲鵜殿ぼたんサロン（まなびの郷・新宮市）

■紀宝町文化展（まなびの郷）
5

容

▲ひきこもり支援 集まりの場（福祉センター）

●ほほえみ配食サービス（福祉センター）
3

内

月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

■絵本よみきかせボラ養成講座（鵜殿図書館）
17

土 ■絵本よみきかせボラ養成講座（鵜殿図書館）

18

日 ▲アプローチ 視察研修（津市）～19日

19

月 ▲寺子屋広場（福祉センター）

▲第２回共同募金運営委員会（福祉センター）

▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

▲神内サロン（神内会館）

20

火 ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

●南京玉すだれふく福（福祉センター）

21

水 ★福祉児童相談（平尾井高齢者生産活動センター）

6

火 ▲大里サロン（熊野市）

★民児協 役員会・定例会（福祉センター）

7

水 ▲おしゃべりサロン（長谷集会所）

■カフェいっぷく亭（大里多目的集会所）

★福祉連絡会研修会（福祉センター）

22

木 ▲井田茶屋地サロン（茶屋地構造改善センター）

★福祉児童相談（鮒田構造改善センター）
8

木 ▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅）

▲初級手話教室５回目（福祉センター）

9
10

▲ひきこもり支援チーム会議（福祉センター）
23

金

24

土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

●寺子屋分校 男流ダンボ料理教室（福祉センター）

■おはなし会・ストーリーテリングおはなし会（鵜殿図書館）

■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

■在宅医療住民啓発研修会（福祉センター）

金 ▲子育て支援 クッキングひろば（福祉センター）

25

日

●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

26

月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

▲井田地下サロン（地下集会所）

●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）

11

日

▲東海北陸ブロック市町村社協研究集会（四日市市）～27日

12

月 ■生活支援体制整備事業検討委員会（御浜町）

●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）

●寺子屋分校 楽しい手芸教室（福祉センター）
13

火 ▲災害対策会議（福祉センター）

▲井田馬場地サロン(井田公民館）

27

火 ▲飯盛サロン（飯盛集会所）

28

水 ▲心配ごと相談（巡回型）

29

木 ■申込制赤ちゃんのおはなし会（鵜殿図書館）

★民児協 視察研修（京都市）～14日
14

水 ▲子育て支援 タッチケア（福祉センター）

30

金 ■ほほえみ配食サービス(福祉センター）

▲井田上野サロン（上野つどい館）

■申込制赤ちゃんのおはなし会（鵜殿図書館）

●寺子屋分校 着付け教室（福祉センター）

■絵本読み聞かせボラ養成講座（鵜殿図書館）

集まりの場
日

■認知症サポーターステップアップ研修会（福祉センター）

１１月開設情報

時：平成３０年１１月１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
対象者：ご本人・ご家族

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。
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

時間：10：00～11：30 参加費：大人も子供も 100 円

子育てサロン

１日（木） ふれんＺＯＯ
＊

申込締切 11 月

１６日（金）
＊ 申込締切

1日

ふれんＺＯＯ

２６日（月） あらいぶ

11 月１５日

会

場： 井田公民館
容： ごっこ遊び

会

場： 神内会館

会 場： 鵜殿交流センター

内

内

容： 工作

内 容： 手形アート

おやつ： お楽しみ

＊汚れても良い服装で来てね！

９日（金）クッキングひろば
講

１５日（木）ダンボおもちゃ病院

師： 渡邊佳子先生
託児あり（要予約５名まで）

〈

ボランティア ダンボ 〉

時 間： 10:０0～11:30

時

間： 10:00～12:00

会 場： 紀宝町福祉センター2 階 交流室 3

会

場： 紀宝町福祉センター 交流室３

内 容： 壊れたおもちゃがあればご持参下さ

参加費： ５００円

い。場合により入院になるかもしれ

内

ません。事前にお預かりすることも

容： パンプキンパイ

可能です。

持ち物： エプロン

１４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。

日

時：11 月 28 日（水）
★今月は、各地区を巡回する月です。

<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・梶屋喜一・龍神弘重
（敬称略）
<Ｂ班>
１０時～１２時 紀宝町福祉センター（鵜殿）

① 日 時：11 月 7 日（水）１０時～１２時
場 所：鮒田構造改善センター

１３時～１５時 大里多目的集会施設
相談員：前地幸久・保田啓一・田中啓一
（敬称略）

相談員：中山高明・榊原富也（敬称略）
② 日 時：11 月 21 日（水）１０時～１２時

場 所：平尾井高齢者生産活動センター
相談員：聖谷眞美・森倉賢一郎（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。

＊相談は無料です。
＊相談内容については、秘密を厳守します。

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
「きぼらんせ」へ ３２－０９５７
まで

広場・各分校とも 1１月１日（木）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。

居酒屋「しん」名物！ 鯛めしを自宅で簡単に味わえます！
鯛めしの他に、「絶品！鯛の煮つけ」も教えて頂きます。
是非、お申込み下さいね。（男性の参加も大歓迎）
●日 時：１１月１９日（月）１０時３０分～１３時
○場 所：紀宝町福祉センター
○参加費：６５０円
○定 員：１０名
○講 師：居酒屋「しん」店主 小西進一さん
○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。

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。
●１１月１４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。
●１１月８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

●１１月１２日（月）
13 時～1６時
○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：1,600 円
○持ち物：裁縫道具

参加者
小学校区や中学校区などの小地域で地
域福祉活動に取組む実践者が集う交流
会です。
日にち 平成 31 年１月 12 日（土）
集合時間 ６時３０分 まなび駐車場
21 時 30 分着予定
会 場 豊中市立文化芸術センター
自己負担 3,500 円
申 込 １０月３０日（火）厳守！
＊定員になり次第、受付終了
申込先 紀宝町ボランティア・市民
活動センター 時松・鈴木

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！

