
 

P1、２、３  

社協つれもてまつり 

P４ マジック教室 

次世代型ホームヘルパー講座 

P５ ひきこもり支援 

P６ カレンダー 

P７ 子育て支援・寄付金・相談所 

P８ 情報伝言板 

   

         

    

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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

（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 

 

＊雨天決行 

 
日 メインイベント ＰＭ1:30～ 

 

原 大樹  

マジックショー 

 



    スケジュール 

  

10：00  開会式 

            オープニングイベント 

          （矢渕中学校  吹奏楽部の演奏）     

10：30  受付開始 

           各ブース・フリーマーケット開始 

            （まんぷく・あそびまなび・ 

ふれあいエリア）       

      12：30  受付終了  

             抽選券も受付終了 

       1：15 各ブース・フリーマーケット終了 

       1：30 「原大樹マジックショー」 

             （２Ｆ 多機能室） 

2：30  イベント終了後 

大抽選会、閉会式、もちまき 

         3：00  終了 

           

     

 

                            

 

  

 

         

                              

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

                

                     

                           

                                   

                       

                                                            

        

 

 

 

        

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社協つれもてまつり  

 住民みんなが気軽に出かける機会を持ち、

隣近所のつながりや、地域の絆を強くし、ふ

くしの輪がひろがるよう開催します。 

ぜひ皆さんお誘い合わせてきてください。 

平成３１年２月２４日（日） 

AM10：00～PM3：00 

紀宝町福祉センター（鵜殿） 

原 大樹(はらひろき)さんプロフィール 

奈良県十津川村出身、木本高校卒業。 

2009 年にアメリカラスベガスで開催

された世界大会にて日本人初のグランプ

リを受賞。ドキュメンタリー映画「Make 

Believe」はロサンゼルス国際映画祭でグ

ランプリを受賞。世界３０ヶ国以上のテレ

ビ、ショーで活躍中。 

原大樹マジックショー 

 

メインイベント ＰＭ 1:30～ 

ＡＭ 

           

     

ＰＭ 

           

     



ブースの出店者募集★ 

●まんぷくエリア（食のブース） 

●あそび、まなびエリア（体験型ブース） 

●ふれあいエリア（バザー、販売等） 

 

各エリアのブースへの出店者を募集します。 

 応募資格は紀宝町在住の大人の団体等 

・出店数には限りがありますので、多い場合は

抽選となります。 

・準備や片づけは各自でお願いします。 

ブース計画書締め切り 1 月３１日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

参加者のお楽しみ(*^-^*) 

① 受付すると参加賞「保温バッグ」＆「タッパ

ウェア」をプレゼント（おひとり様１つ） 

先着 1000 名様！ 

 当日の食べ物入れにも使えます。 

 

②お抹茶のふるまい（数量限定）。 

 

③毎年恒例の大抽選会や 

もちまきもあります。 

 

 まつりへの送迎案内 

会場への移動手段がない方は、送迎を事前にお

申し込み下さい。 

（コース） 

●浅里－瀬原―北桧杖―成川方面 

●桐原―相野谷―神内方面 

●井田―鵜殿方面 

●高岡―鮒田方面 

＊行きは、午前 9 時前後、 

帰りは、センター午後 3 時発（予定）です。 

 申し込み締め切り ２月 1４日（木） 

           

 イベントボランティア募集♬ 

一緒に盛り上げてくれる方を募集します。 

 

① 前日 ２月２３日（土）AM８:30～正午 

  内容：もちつき、まつりのブース等準備。 

 

② 当日 ２月２４日（日）AM９:00～PM3:00 

  内容：イベントブースの手伝い等。 

 

申し込み締め切り １月３１日（木） 

 

  

エコイベントに、ご協力を(^^♪ 

①食事に関して はし・コップ・うつわ等は、

各自で持って来て下さい。ゴミ減量化にご協

力をお願いします。 

●容器の貸出し：1 個 50 円で貸出し、洗っ 

て戻せば 50 円返却します。 

●はしの販売 ：1 個 50 円で販売します。 

忘れてしまった時などはご利用ください。  

 

②当日ペットボトルのキャップ 10 個持参で、

粗品と交換します。（数量限定） 

まつりに関するお問い合わせ 

   紀宝町社会福祉協議会  

    総務・地域福祉係 

 鈴木・西那・登立まで 

  ☎  ０７３５（３２）０９５７ 

 ＦＡＸ     （３２）０９５８ 

 

まつり開催時は、センター内は駐車できませ

ん。まなびの郷の下駐車場、JA 三重南紀紀

宝支店駐車場、グラウンド横保育所側駐車場

をご利用下さい。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 マジック教室 

 次

■１日目 １３時１５分～１５時３０分 

  オリエンテーション、高齢者の特性 

紀宝町での取り組み紹介 

■２日目 １３時１５分～１６時 

  傾聴、介護技術 

■３日目 １３時１５分～１５時３０分 

  認知症、介護保険制度説明、修了式 

現在、ボランティアなどの地域の担い手や、

介護現場における担い手が不足しています。 

昨年に引き続き、フォーマル・インフォーマ

ルのそれぞれの担い手となりうる人材を育成

するための講座を実施しますので、感心のある

方は、ご参加ください。            

（対象者） 

◇ボランティ活動に関心がある方 

◇お互いさん事業の担い手となりうる方 

◇福祉や介護の仕事に関心のある方 

◇介護に役立つ知識を習得したい方 

◇その他、興味のある方 

 

 

 

■■申し込み先■■ 

  紀宝町社会福祉協議会 

（紀宝町鵜殿１０７４番地１） 

   総務・地域福祉係  鈴木・西那 

    ☎ ３２－０９５７ 

２／１５ 

（金） 

３／８ 

（金） 

 

２／２６ 

（火） 

締切：２月８日

（金）まで！ 受講料は無料です。 

事前に申し込みを！ 

御浜町・熊野市でも同じ講座があります。 

この日だけ受講できない場合、他会場での受講 

可能です（詳細は、社協にお問合せ下さい）。 

ご希望の方は、託児も

準備します。 

（事前申し込み必要） 

 

 マ 

《クロースアップマジックとは》 
数人のお客様を相手に目の前で行うマジッ

クのことです。主にトランプやコイン、日用

品などのお客様が普段目にしているであろ

う道具を使って手品を行います。 

 次

 クロースアップマジックを覚えて、あなたの特技の

１つにしませんか？興味のある方は、ぜひご参加くだ

さい。（１日だけの参加も OK） 

 

日 時  ３月１日（金）・２日（土） 

        １日 １８時３０分～２０時 

        ２日  ９時～１２時 

 場 所  紀宝町福祉センター（鵜殿） 

 対象者  ボランティア活動に興味のある方 

      親子での参加大歓迎♪（小学生以上） 

 参加費  無料 

 申込締切 ２月２２日（金） 

＜申込先＞ 紀宝町社会福祉協議会 

総務・地域福祉係 時松・鈴木 

    ☎ ３２－０９５７ 

全３回の講座です。修了者に

は、「訪問サービスＡ資格」

修了書を授与します！ 

次世代型ホームヘルパー講座 



 



 集まりの場を、毎月第１木曜日（祝日・年始は第

２）に開設しています。自分の思いをはき出すこと

で、気持ちに余裕が生まれる居場所を目的としてい

ます。まずは身近で同じ体験をされた方と出会い、

話をしてみませんか。その場で挙がった意見なども

今後のひきこもり支援につなげていきたいと考え

ていますので、お気軽にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀宝町社協のひきこもり支援 

ひきこもりは、たびたび社会的な問題として取り

上げられています。紀宝町社協では、特に８０５０

問題に焦点を当て、そこを切り口としてひきこもり

への取り組みを始めました。８０５０問題は、高齢

の親と、その息子または娘の世帯で、息子または娘

がひきこもり状態もしくは長期的に就労していな

い状態で、孤立や生活困窮へとつながるおそれがあ

り、地域の福祉課題として着目されています。 

ひきこもりや８０５０問題は、いわゆる制度の狭

間にある課題のため、具体的な解決策がないことも

問題を難しくしている一因ともいえます。しかし、

ひきこもり状態を、仕組みにより解消した事例も多

くあり、必ずしも解決できない課題ではない事も分

かっています。紀宝町社協では将来を見据えた取り

組みが必要と考え、行政と共に歩むべく、平成２８

年策定の『第２次紀宝町地域福祉（活動）計画』の

項目に「ひきこもり支援」が盛り込まれました。 

 

〔視察研修〕  

①三重県いなべ市社協  地域のサロンでふれあ

いマップの中から、“気になる世帯”の情報を把握

し、当事者や家族の集まりの場を開設しています。

②秋田県藤里町社協  福祉の拠点「こみっと」を

ひきこもり状態の方が活躍できる場として展開し、

食堂や農業プログラムの体験を通じて就労につな

げる取り組みをしています。 

③ＮＰＯ法人 三重ローカルアクト  多気町で

古民家を改修した、２４時間３６５日誰でも利用で

きるコミュニティハウスを平成３０年７月より開

所し、生きづらさを抱える方の地域の拠点として役

割を果たしています。 

④静岡県菊川市社協  地域住民や社会福祉施設

と連携し、状態に応じて就労体験や中間的就労など

につなげるなど支援体制を構築し入口から出口の

トータルコーディネートを担っています。 

これらの視察研修を通し、紀宝町社協独自では実

行できるものでなく、住民や関係機関との連携が必

要不可欠と感じました。 

２月・３月の集まりの場 開設情報 

毎月第１木曜日に、ひきこもり状態の方、長期間

就労していない方、そのご家族を対象とした集まり

の場を開設しています。 

２月、３月は「ミニ講演会＆カフェ」として実施

しますので、関心をお持ちの方はどなたでもご参加

下さい。参加希望の方は、なるべく事前申し込みを

お願いします。町内の方は送迎も対応しますのでご

連絡下さい。 

 

２月７日（木）１３：３０～１５：００ 

 講 師：鴻原 崇之 さん 

『不登校・ひきこもり・そして今』の講師 

 自らの経験を振り返り、その時の気持ち、周囲の関

わり方、ひきこもり状態から抜け出したきっかけを語

ります。後半は講師を交えたカフェも開催します。 

 

３月７日（木）１３：３０～１５：００ 

 講 師：臨床心理士 

＊詳細は調整中です。 

 

場所はいずれも 

アプローチ邸（紀宝町福祉センター敷地内）です。 

 

ひきこもり支援や集まりの場に関する問い合わせ 

 総務・地域福祉係 ☎ ３２－０９５７ 

２月･３月はどなたでも

ご参加いただけます！ 



　　　　　2019年2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） 14 木 ●寺子屋分校　男流ダンボ料理教室（福祉センター）

2 土 ●はっぴぃ・すまいる（福祉センター） ●寺子屋分校　楽しい手芸教室（福祉センター）

3 日 ▲成川下地サロン（下地生活改善センター） ■認知症介護者のつどい（まなびの郷）

▲鵜殿ぼたんサロン（ふれあい歴史館） 15 金 ▲次世代型ホームヘルパー養成講座①（福祉センター）

▲永田サロン（松林寺） ▲福祉避難所設置訓練（神内福祉センター）

■三重県警察音楽隊演奏会「ふれ愛コンサート＆地域安全講話」（まなびの郷） ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（鵜殿地域交流センター）

4 月 ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設） ●ほほえみ配食サービス(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） ■高齢者見守り隊街頭啓発活動（町内）

▲神内サロン（神内会館） 16 土 ▲鵜殿さつきサロン（鵜殿地域交流センター）

■野菜作りのコツと裏ワザ講座（鵜殿図書館） 17 日 ■紀宝町文化講演会（まなびの郷）

5 火 ▲大里サロン（大里多目的集会所） 18 月 ▲つれもてまつり個人ボラ説明会（福祉センター）

6 水 ▲社協つれもてまつりブース説明会（福祉センター） ▲つれもてまつり職員説明会（福祉センター）

▲おしゃべりサロン（長谷集会所） ▲寄ってっ亭（上地多目的集会施設）

★福祉児童相談（福祉センター） ▲第4回共同募金委員会運営委員会（福祉センター）

7 木 ▲子育て支援サロンふれんＺＯＯ（神内会館） 19 火 ●絵手紙サークルこんにち和（福祉センター）

▲ひきこもり支援　集まりの場（福祉センター） ★民生委員・児童委員協議会定例会（福祉センター）

★身体障がい者福祉会役員会・拡大役員会（福祉センター） 20 水 ▲子育て支援　タッチケア（福祉センター）

8 金 ▲鵜殿すみれサロン（熊野市） ★福祉児童相談（井田公民館）

●ほほえみ配食サービス(福祉センター） ■カフェいっぷく亭（鵜殿地域交流センター）

9 土 ▲ボランティア・市民活動センター研修会（福祉センター） 21 木 ●おもちゃの病院ダンボ（福祉センター）

●鵜殿配食サービス（まなびの郷） 22 金 ●ほほえみ配食サービス(福祉センター）

■まなびの学級講演会（まなびの郷） ★紀南地域権利擁護支援体制連絡会（熊野市）

■手づくり絵本のボランティア養成講座（鵜殿図書館） 23 土 ●鵜殿配食サービス（まなびの郷）

10 日 ■赤ちゃんの命を守る防災術（鵜殿図書館） ■おはなし会（鵜殿図書館）

11 月 ■赤ちゃんの命を守る防災術（鵜殿図書館） 24 日 ▲第１３回社協つれもてまつり（福祉センター）

12 火 ▲井田馬場地サロン(井田公民館） 25 月 ▲高岡サロン（高岡防災センター）

■赤ちゃんの命を守る防災術（鵜殿図書館） ▲井田地下サロン（地下集会所）

13 水 ▲社協つれもてまつり実行委員会（福祉センター） ▲子育てサロンあらいぶ（井田公民館）

▲井田上野サロン（上野つどい館） ●傾聴ボランティア「クローバーの会」打合せ（福祉センター）

14 木 ▲寺子屋広場（福祉センター） 26 火 ▲次世代型ホームヘルパー養成講座②（福祉センター）

▲鵜殿たんぽぽサロン（鵜殿駅前旧教員住宅） 27 水 ▲心配ごと相談（福祉センター）

▲災害対策会議（福祉センター） 28 木

▲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、鵜殿事業所のことです。

今年も、インフルエンザが流行してきています。 流行を防ぐには、原因となるウイルスを

体内に入れないことや周囲に移さないことが重要です。インフルエンザの感染を広げない

ために、一人ひとりが「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう。

手洗い・うがい！
帰宅時や調理の前後・食事

前には石鹸を使った手洗い、

うがいをしましょう。

マスク着用！
鼻と口を完全におおい正

しくつけて、使用後はすぐ

に捨てましょう。

湿度や環境を整える
加湿器など使って湿度を50～

60％に保つ。また、なるべく人

混みへの外出は避けましょう。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

三重南紀農業協同組合 
代表理事理事長   筒井 道夫 様 

 

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 

２１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。 

７日（木） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ２月６日 

会 場： 神内会館 

内 容： 節分 

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

１５日（金） ふれんＺＯＯ 

＊ 申込締切 ２月１４日 

会 場： 鵜殿交流センター 

内 容： フォトフレーム作り 

２５日（月） あらいぶ 

会 場： 井田公民館 

内 容： お雛まつり 

おやつ： お楽しみ 

 

日 時：２月２７日（水）１０時～１５時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：有城安子・田中啓一・久原章作（敬称略） 

＊  

４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！ 

２０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： ホホバ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。 

① 日 時：２月６日（水）１０時～１２時 

場 所：紀宝町福祉センター 

相談員：梶屋喜一・西増初代（敬称略） 

② 日 時：２月２０日（水）１０時～１２時 

場 所：井田公民館 

相談員：濵口啓・中山高明（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。 

 

１８日（月）やってみようひろば 

 

講 師： 畑 姫さん 

＊託児あり（要予約５名まで） 

時 間： 10：00～12：00 

会 場： 紀宝町福祉センター 

参加費：  ６００円 

内 容： レジンで作る 

春の樹脂イヤリング 



 

                                  

 

 

 

   

  

     

  

 

 

    

 

 

                                      

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

 

紀宝町絵手紙サークルこんにち和 

ポカポカあったかい毛糸の靴下は、これからの季節に 

大活躍ですね。棒針での編み方を教えていただきます。 

２月１４日（木）１３時３０分～１６時 
 

○場 所：紀宝町福祉センター 

○講 師：毛利 智代さん（大里）        

○定 員：６名 

○対 象：編み図記号がわかる方 

○参加費：５００円 

 ○持ち物：編棒７号か８号、とじ針、ハサミ 

 

●２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 

 

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・分校とも２月１日（金）９時から

受付を開始します。 

《１回の電話で１名の申込となります》 

  

「第１３回 社協つれもてまつり」が 

２月２４日に開催されます。 

事前準備としまして、まつりに参加さ

れた方に渡す参加賞を袋に詰めます。

どなたにも出来る、簡単な作業です。

皆さん是非ご協力下さい。当日の参加

も大歓迎です( ´∀｀ )。 

日時 ２月１８日（月）１４時～ 

場所 紀宝町福祉センター２階 

内容 参加賞の袋詰め  

      

 

  

●２月１２日（火） 

13 時～15 時 30 分 

○場所：紀宝町福祉センター 

○講師：植野洋子さん  

    山田貞子さん 

○参加費：300 円 

○持ち物：ボンド、ピンセット、ハサミ 
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