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あわ市社協だよりあわ市社協だよりあわ市社協だより
広 報

第２回こどもまつり、第２回こどもまつり、
第11回阿波市ボランティアフェスティバル第11回阿波市ボランティアフェスティバル

　　平成27年11月29日（日）、土成農業者トレーニングセンター周辺に平成27年11月29日（日）、土成農業者トレーニングセンター周辺に
おいて、多くの皆様のご協力により盛大に開催することができました。おいて、多くの皆様のご協力により盛大に開催することができました。
　屋内では歌やダンス、ゲームなどで盛り上がり、また屋外での屋台　屋内では歌やダンス、ゲームなどで盛り上がり、また屋外での屋台
コーナー、白バイ・パトカー・地震体験車などの展示体験コーナーなコーナー、白バイ・パトカー・地震体験車などの展示体験コーナーな
ども大盛況でした。子どもから大人まで楽しめ、世代を超えたふれあども大盛況でした。子どもから大人まで楽しめ、世代を超えたふれあ
いや交流ができました。いや交流ができました。

● 平成27年度 阿波市社会福祉協議会賛助会費 協力団体・個人、平成27年度 赤い羽根共同募金 募金総額 … ２

● 地域のささえあい担い手養成講座 in 阿波市、児童館だより …………………………… ３

● 阿波市地域福祉活動計画　各地区実行委員会の取り組み ………………………… ４・５

● ふれあい福祉センター日程表、おしゃべり＆相談会、成年後見・相続・遺言無料相談会、善意銀行 … ６
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阿部商事 株式会社
阿波家庭電器 株式会社
株式会社 阿波銀行 市場支店
阿波郡東部農業協同組合 本所
阿波郡東部農業協同組合 大俣支所
阿波清掃
阿波中央バス 株式会社
阿波町農業協同組合
阿波病院
伊藤商店
有限会社 井上商店 ダスキン部
医療法人 博美会 大野病院
有限会社 大林メディカル
カーガレージフラットアウト
カサイ株式会社
有限会社 笠井電機
有限会社 鴨島通商
川人進薬店
有限会社 貴船建設
CooKいかわ
晃和自動車 株式会社

御所園
医療法人 御所診療所
佐々木建設 株式会社
有限会社 四国ディエスジャパン
四国部品株式会社徳島工場
島田印刷 有限会社
新藤石油
株式会社 鈴江組 砕石事業部 市場工場
勢川モータース
セコム損保 代理店ミヤコ
有限会社 高田新聞店
高山産業株式会社 徳島西部営業所
有限会社 武沢自動車整備工場
有限会社 武田電機商会
株式会社 トーカイ
株式会社 南海 脇町営業所
ハートプラザ住友
坂東カーサービス
有限会社 坂東石油
ばんどう保険
日浅モータース

光清掃 有限会社
Booksオレンジ
有限会社 ペンシル倶楽部
前田印刷
有限会社 松永石油
森繁建設 株式会社
吉田モータース
吉野地区民生委員児童委員協議会
吉野町医師団
リブドゥコーポレーション徳島市場工場
岡田 敏一
笠井 光顕
亀井 里江
窪北 秋夫
桑村 美博
出口 ヨシ子
東條 重夫
鄙口 勝子
古本 勝行
松永 雅子
真野 卓男

（順不同、敬称略　Ｈ28．2．29現在）

その他ご協力いただきました自治会の皆さま、ありがとうございました。

●●●ありがとうございました●●●

平成27年度　社会福祉協議会賛助会費にご協力いただきました企業・団体・個人の皆さま平成27年度　社会福祉協議会賛助会費にご協力いただきました企業・団体・個人の皆さま

地域福祉の推進や情報発信のための広報・啓発など、住民の皆さまのよりよい生活のため活用させていただきます。

実績総額 6, 898, 752円

赤い羽根共同募金　実績額　5，290，331円
歳末たすけあい運動　実績額　1，608，421円

　平成 27年 10月 1日から 12月 31日にかけて、赤い羽根共同募金運動が行われました。
　多くのみなさまのご協力により募金運動ができました。
　集まった募金は、全額を徳島県共同募金会に納め、配分金として阿波市共同募金委員会に配
分されます。
　ご協力いただいたみなさまに心よりお礼申し上げます。

　平成27年度

みなさまご協力いただきありがとうございました。

赤い羽根共同募金 実績額 5 290 331円

じぶんの町を良くするしくみ。じぶんの町を良くするしくみ。じぶんの町を良くするしくみ。

❷
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地域のささえあい担い手養成講座地域のささえあい担い手養成講座地域のささえあい担い手養成講座地域のささえあい担い手養成講座 in 阿波市

　平成28年2月14日（日）市場総合福祉センターにて、神戸
学院大学教授　藤井博志 氏を講師に迎え、「地域のささえ
あい担い手養成講座 in 阿波市」を開催しました。
　70名の参加があり、藤井講師より地域で住民によるささ
えあい活動の重要性を説明いただきました。
　グループワークでは、自分たちの住んでいる町を3領域
に区分し、知っている活動や組織などを確認してもらいま
した。後半は、できたらいいことや組織を考えていただきま
した。
　10年後の街を想像しながら、参加者同士で活発な意見交
換ができました。

　八幡児童館において、「出張子育て
キッチン」が開催されました。これは、
「はぐくみ徳島」事業の一環として行
われたもので、5組の親子が参加し、
おにぎらず・白みそとかぶの豚汁・鶏
肉のチーズインピカタ・チョコレート
フォンデュを作りました。

　八幡児童館・市場児童センター・大
俣児童館の3館合同お楽しみ会を開
催しました。阿波市スポーツ推進委員
さんに指導していただき、スリーアイ
ズ、ラダーゲッターなどのニュース
ポーツを楽しんだり、おやつづくりや
ビンゴゲームもしました。
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　平成28年4月1日から、八幡児童館は八幡放課後児童クラブに、市場児童センターは市場放課後児童クラブに、大
俣児童館は大俣放課後児童クラブに変わります。
　児童館で楽しかったこと、嬉しかったこと、時にはお友達とケンカをしたりして悲しかったことなどもありまし
たね。子どもたちが、遊びを通して日々成長していく姿を見るのは、私たちの楽しみでもありました。これからもい
ろいろな経験をして、たくさんのことを学んでいってください。素敵な思い出ありがとうございました。
　最後になりましたが、保護者の皆様には、ご理解、ご協力をいただきまして本当にありがとうございました。

～思い出いっぱいありがとう～

❸
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 取り組みりり みみみみみみみ実行委員会の   取り組み 取り組み

各地区

　「“元気な笑顔で お接待 土成” おいしいもの ＤＯですか？」をスロー
ガンに土成地区実行委員を中心に4つの主要課題（地域力、安全な暮らし、
生活環境、観光・産業）について協議を進めてきました。
　昨年12月12日には「地域でのささえ愛」をテーマに、「“しあわせサン
タがやってくる” みんなで楽しむドナナリエ」を開催しました。
　その他、土成インターチェンジ入口には、季節を彩る花々を植え、行
き交う人々の心和ますお接待をしています。
　今後、様々な活動を通して、住民みんなが笑顔でいきいきと暮らせる
まちづくりに繋がることを願っています。

エネルギー爆発！　走った！　食べた！　遊んだ！
　平成27年11月1日、吉野グラウンドにおいて【ハーフマラソン世界記
録に挑戦】を開催しました。
　スローガンである【キラキラ・シャキシャキ・絆深める吉野町】健康を
テーマに、ハーフマラソン世界記録に挑戦・よしのマルシェ・仮装行列等
を行い、大勢の参加者が楽しい一日を過ごしました。ボランティアスタッ
フ、吉野町民のパワーとエネルギーを感じるイベントとなりました。
　今後もご協力をよろしくお願いいたします。

【吉野地区】

【土成地区】

❹



　　2016年3月25日 阿波市社協だより Vol.42

実行委員会の  の 実行委員会の   取り組み実行委員会の  

各地区各地区各地区

　“ちからをＡＷＡせて支え合い”の阿波地区地域福祉活動計画実行委
員会です。
　私たちは定期的に集まり、道端の草取り、落ち葉拾い、清掃など、環
境整備活動を行っています。
　また、「ＤＩＴクッキング」と題し、野菜料理「ゆるベジ」の普及を
されている片寄やすこ先生の料理教室も開催しています。
　まだまだ始まったばかりですが、参加者の皆さんから温かいお言葉を
いただいています。大切な人に作ってみませんか？幸せごはん。

【阿波地区】

　市場地区地域福祉活動計画実行委員会は、3月6日（日）八幡公民館にて、
市場町八幡地区の防災教室を行いました。八幡地区を5つに分け、各地域
で過去にどのような災害が起きたか、また、危険な所はどのあたりかなど
熱心に話し合いました。
　災害が実際に起きた時はどうするのかについては、今まであまり深く考
えたことはないとのことで、今後家族で、地域で話し合う必要があるとの
認識でした。
　また、話し合いの中で、近所の方との連携も大切であると再認識してい
ました。実りのある一日だったと感じています。

【市場地区】

❺
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困ったときは困ったときは　　ふれあい福祉センターふれあい福祉センター
相 談 種 別 開 催 場 所 4月 5月 6月 7月 8月 9月

心配ごと相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 　5日（火） 10日（火）　7日（火）　5日（火）　2日（火） 　6日（火）
土成保健センター 　5日（火） 10日（火） 14日（火） 12日（火）　2日（火） 　6日（火）
市場総合福祉センター 19日（火） 17日（火） 21日（火） 19日（火） 16日（火） 20日（火）
阿波健康福祉センター 25日（月） 23日（月） 27日（月） 25日（月） 22日（月） 26日（月）

行政相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 26日（火） 24日（火） 28日（火） 26日（火） 23日（火） 27日（火）
土成保健センター 18日（月） 16日（月） 20日（月） 25日（月） 15日（月） 26日（月）
市場総合福祉センター 11日（月）　9日（月） 13日（月） 11日（月）　8日（月） 12日（月）
阿波健康福祉センター 　4日（月）　2日（月）　6日（月）　4日（月）　1日（月） 　5日（月）

結婚相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター
合同相談
21日（木）

13:30~16:00
開催地:市場町

12日（木）
合同相談
24日（金）

13:30~16:00
開催地:阿波町

　7日（木）
合同相談
18日（木）

13:30~16:00
開催地:土成町

　1日（木）
土成保健センター 12日（木） 14日（木） 　8日（木）
市場総合福祉センター 19日（木） 21日（木） 15日（木）
阿波健康福祉センター 27日（金） 22日（金） 23日（金）

人権相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター － 26日（木）　1日（水） － 25日（木） －
土成保健センター 21日（木） － 　1日（水） 21日（木） － 15日（木）
市場総合福祉センター － 12日（木）　1日（水） － 10日（水） －
阿波健康福祉センター 7日（木） － 　1日（水） 14日（木） － 　1日（木）

法律相談
13：30～16：00
※事前に要電話予約

吉野地域福祉センター 1日（金） － 　3日（金） － 　5日（金） －
土成保健センター － 13日（金） － 　1日（金） － 　2日（金）
市場総合福祉センター 21日（木） 19日（木） 16日（木） 21日（木） 18日（木） 15日（木）
阿波健康福祉センター 22日（金） 27日（金） 24日（金） 22日（金） 26日（金） 23日（金）

福祉・介護の相談 市場総合福祉センター
8：30～ 17：00　　月～金　常時受付

心の相談窓口 土成保健センター

各種相談日程表　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

※会場等の都合により相談日の変更がありますのでご了承ください。
吉野支所 TEL 088‒696‒2386  FAX 088‒696‒5299　　土成支所 TEL 088‒695‒4802  FAX 088‒695‒4806
市場支所 TEL 0883‒36‒5511  FAX 0883‒36‒7040　　阿波支所 TEL 0883‒35‒6033  FAX 0883‒35‒6044

社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会
会長　鈴　田　孝　志

〒771-1622 　徳島県阿波市市場町興崎字北分 60
TEL：0883-36-5511　FAX：0883-36-7040
http://care-net.biz/36/awashishakyo/

行発

おしゃべり＆相談会おしゃべり＆相談会 ～親の心のケア～

主催　阿波市手をつなぐ育成会

　● 4月 13日（水）　　● 5月 11日（水）
　● 6月　8　日（水）　　● 7月 13日（水）
　● 8月 10日（水）　　● 9月 21日（水）
場　所：土成保健センター
時　間：10：00～ 12：00（9：50受付）
対　象：障がい児（者）の親・家族
　　　　（会員外・阿波市以外の方も可）
参加費：会員無料　※会員外 100円

※参加される方は、開催日の前日までに
　土成支所（☎088‒695‒4802）へ
　氏名・連絡先をお知らせください。

主催　コスモス成年後見サポートセンター徳島県支部
　　 　（徳島市東沖洲 2丁目 1－8  ℡ 088－679－4440) 

　●4月13日（水）　　●5月11日（水）
　●6月 8 日（水）　　●7月13日（水）
　●8月10日（水）　　●9月14日（水）
　　場　所 :市場総合福祉センター　2階会議室
　　時　間 :13:30~16:00

成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会

お気軽にご相談ください。

阿波オープンガーデンクラブ　様
久勝せんだ会　様

【物品寄付】 公益社団法人 阿波麻植法人会　様
ありがとうございました

阿波市社会福祉協議会　善意銀行
～ご寄付をいただきました～

❻
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