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各地区のふれあい・いきいきサロン詳細については、本会各支部までお問合せください。
また、自分の地域で開催したい、ボランティアとして参加したい等についても、お気軽にお問合せください。

誰もが集えるサロンを皆さんの地域に作りませんか
　ふれあい・いきいきサロン活動は、「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、
内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」として、その開催を提唱しているものです。
　本会としましては、町事業の受託運営として実施しており、主に高齢者の方々を対象としたサロン活動を推
進しています。その活動内容は、より小さな地域での実施を心掛け、地域特性に合わせた活動をボランティア
や参加者の皆さんがともに考え、運営を行っていただいているものです。
　また、地域の拠り所として、子供も高齢の方も、障がいを持たれてる方も、
子育て中の方も、さまざまな方が集える場づくりを今後も推進していきます。
【現在のいきいきサロン開催一覧】

開催地区 開催頻度 会場 主な実施内容
１ 瀬戸地区 4地区各 1回程度 瀬戸地区各会館 ゲーム、園児との交流　等
２ 湯崎地区 年 7～ 8回 湯崎憩いの家 ゲーム、園児との交流　等
３ 東白浜地区 不定期 綱不知会館 ゲーム、園児との交流　等
４ 羽衣地区 年 4回 羽衣公民館 歌（コーラス）、勉強会　等
５ 堅田中央地区 年 3回 西町内会館 ゲーム、勉強会　等
６ 三ツ橋・駅前・大坪 毎月１回 三ツ橋集会所 ゲーム講習会、勉強会、合唱　等
７ 櫛ヶ峯地区 毎月１回 櫛ｹ峯会館 ゲーム、勉強会　等
８ 才野地区 ２ヶ月に１度程度 才野会館 演芸、血圧測定、各種勉強会　等
９ 栄地区 毎月 1回 みのり館 ゲーム、大正琴、歌　等
10 中地区 年 4回程度 中老人憩いの家 ゲーム、勉強会　等
11 庄川地区 年 4回程度 庄川会館 各種講習、血圧測定、観劇　等
12 伊勢谷地区 月１回程度 伊勢谷会館 おしゃべり、手芸　等
13 谷地区 ２ヶ月に１度程度 富田会館 おやつ作り、茶話会　等
14 平間地区 月１回程度 平間区民会館 観劇、ゲーム、園児との交流　等
15 椿地区 月１回程度 椿老人クラブ ゲーム、グランドゴルフ　等
16 村島地区 毎月１回 ボランティア宅 カラオケ　等
17 上町地区 毎月１回 日置区民会館 ゲーム、体操、施設見学　等
18 浜町地区 毎月１回 空家利用 ゲーム、児童との交流　等
19 本町地区 不定期 ボランティア宅等 ゲーム、園児等とのふれあい　等
20 大古地区 不定期 大古区民会館 ゲーム、勉強会　等
21 安居地区 不定期 みまい荘 ゲーム、体操　等
22 市鹿野地区 毎月１回 川添山村活性化支援センター 医師による血圧測定、ゲーム　等
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※社協だよりは、共同募金配分金や社協会費等を活用して掲載しています。

日 程 内　　容 会　　場
2/6 司法書士 本部事務所
2/13 人　　権 本部事務所
2/20 弁 護 士 本部事務所
3/6 司法書士 本部事務所

白 浜 支 部

日置川支部

※お申し込みは、各支部事務所まで。
※混雑する場合や日程の変更、中止の場合もござ
　いますので、事前にご予約ください。

1 人約 15分程度の相談となります。
【予約及びお問い合わせ】
　白浜支部　 ： ＴＥＬ　４５－２７１１
　日置川支部 ： ＴＥＬ　５２－２１１１

日 程 内　　容 会　　場
2/3 弁 護 士 川添山村活性化支援センター
2/15 人　　権 み　ま　い　荘
3/3 弁 護 士 高齢者生活福祉センター

福 祉 相 談 所 設 置 日 程
【時間】13時 30分から 16時
　　　　　　　　( 当日受付は 15時まで ) 　町内の各家庭で使われずにしまわれている日用

品などを各地区の福祉委員さんや町内会の班長さ
んに集めていただき販売しています。2月からバ
ザー商品のご提供をお願いしています。

～商品のご提供をよろしくお願いします～

愛のバザー開催 !!

と　き：３月１２日（日）
　　　　午前９時から午後２時
場　所：白浜会館（阪田）
　　　　農業研修会館（栄）

◎ご協力いただきたい商品
タオル、陶器類、衣類（新品のものに限ります）、
食料品（賞味期限のご確認をお願いします）、
石鹸、雑貨など
◎ご遠慮いただきたい商品
合成洗剤、使用済みのもの（食器や日用雑貨、お
もちゃ等）はお断りさせていただいております。
※今年度、古着は取り扱いしておりません。

収集ボランティア活動を始めてみませんか

　　収集ボランティア活動って何だろう？
　　ボランティア活動には、さまざまな種類の活動が
　あります。そのうちの一つとして、収集ボランティ
　ア活動があります。普段の生活の中で、何気なく捨
　ててしまっているものがリサイクルできたり、収益
　を得ることができるものであったりします。一人ひ
　とりの収集活動を広めることで成り立っている活動
　です。皆さまのご協力をお願いします。　

　　社会福祉協議会ではこんな物を集めています　
　　書き損じハガキ、古切手、アルミ缶などを収集し
　ています。他にも、金属部品の付いている入れ歯等
　も収集しています。その他について、詳しくは、下
　記までお問合せください。
　　
　　　　お問い合わせ先・収集場所は次の事務所です
　　　　　　本会本部事務所、
　　　　　　日置川支部事務所までお願いします。

平成 28 年度分野別セミナー
ノルディックウォーキング体験講座
2 本のポールを使って姿勢よく歩くことで健康増進
になります。ポールが杖代わりにもなり、安全に運
動をすることができます。この機会に体験してみて
はいかがでしょうか。
日時：平成 29年 2月 4日（土）13：30～ 15：00（予定）
場所：白浜町中央公民館 1階集会室
講師：JNFA（日本ノルディックフィットネス協会）公認
ノルディックウォーキング ベーシックインストラクター　                    

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北
きたはら

原　信
のぶゆき

行氏

日置小学校から花の贈り物
　去る 12 月 11 日、日置・安宅地区の小・中学校関
係者や地域住民、ボランティアの皆さんによる清掃活
動が実施されました。この活動と合わせて花植え活動
も実施され、本会にも花が贈られました。ありがとう
ございました。
　本会も、地域のさまざま
なボランティア活動への支
援を今後も継続して参りま
す。ご協力、よろしくお願
いします。
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