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Vol.４４ 阿波市社協だより 2017年₃月25日

　9月24日（土）今年も阿波市交流防災拠点施設アエルワ
において、第12回阿波市社会福祉大会を開催しました。
日頃より社会福祉事業の各分野でご活躍、ご協力いた
だいております市民の皆さん 367名のご参加をいただ
きました。また、多数のご来賓の方々にご臨席いただ
き盛大に開催する事ができました。

　本大会では、阿波市　野崎國勝市長、阿波市社会福祉
協議会　沖津正紀会長のあいさつに続き、永年にわたり
地域福祉の向上に大きな功績をあげられた方々やボラン
ティア活動に取り組み、活躍されている方々に社協会長
より表彰状が贈られました。引き続いてダイヤモンド婚、
金婚を迎えられた105組のご夫婦に市長から祝詞と記念品が贈られました。
　また、来賓として徳島県知事、県議会議員、市議会議長の皆様方からご
祝辞があり、会場の参加者の皆さんとともに受賞された方々の功績を讃え
ました。

　記念講演として、三重大学教育学部教授・ＹＵＢＡメソッド創設者の弓場 
徹氏による｢ＹＵＢＡメソッドで楽しく歌って！踊って！認知症予防と改善｣
と題した講演がありました。

　なお、本大会の運営時ご協力いただいた皆様方に厚くお礼申し上げます。

　平成29年1月18日　徳島グ
ランヴィリオホテルにて一般
社団法人生命保険協会徳島県
協会・徳島県に働く生保の仲間
より福祉巡回車の寄贈をいた
だきました。

　いただきました福祉巡回車は、地域福祉向上のために大い
に活用させていただきます。
　ありがとうございました。

阿波市社会福祉大会

大会長表彰受賞者（敬称略・順不同）

第12回

酒巻トシ子 酒巻　久子 山田　　卓
酒巻　孝子 原　マサ子 大塩　厚子
坂東　民子 河野　清子 遠度　重雄
吉川　早苗
吉野町婦人会　土成町婦人会　市場町婦人会
葵　会　太陽クラブ　要約筆記サークルりぼん

◆ボランティア功労者・ボランティア功労団体◆

長瀬フミコ 冨田　和夫 三木　美子
村野多佳子 久保ひとみ

◆在宅介護◆

ダイヤモンド婚　49 組　金婚　56 組
◆平成28年　ダイヤモンド婚・金婚祝い◆

中野　信子 林　榮三
◆民生委員・児童委員功労者◆

稲井　美和
◆自立生活の模範となる者◆

◆社会福祉事業功労者◆
古本　芳美 笠井　　明 小川　安信
清水　　武 内田　良子 本多　芳子
笠井　浩代 土江　信昭 鵜飼日出子
佐藤　敬治 二條　和明 藤江　俊宏
笠井　房子 近藤　　勇 正木　　司
坂本　美栄 大松　廣子 林　ミヨ子
福原　年子 原田千恵子 三原恵美子
岩垣　博子

福祉巡回車を寄贈して
　　　　　　　　いただきました

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～

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～

●長江　　実　様　●君が代会　様
●吉成　和夫　様　
●一般社団法人生命保険協会徳島県協会・
　徳島県に働く生保の仲間 様
●公益社団法人　阿波麻植法人会　様
●｢小さな親切｣運動　徳島県本部　様

ありがとうございました
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（順不同、敬称略　H29.2.28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●●●

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。

一般募金  4,988,673円

歳末助け合い募金  1,517,753円

　地域の皆さまの善意により、今年度も多くの募金が集まりました。
　集まった募金は徳島県共同募金会へ全額納入した後、阿波市共同募金委員会
へ地域福祉活動助成金として配分され、よりよいまちづくりに役立てられます。
　ご協力いただきました自治会、個人の皆さま、企業・団体・病院・学校等
の皆さま方に厚くお礼申し上げます。
　ありがとうございました。

みなさまご協力いただきありがとうございました。

平成28年度
赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金

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29年度
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　熊本市を中心とする地震が発生しました。これにより熊本
県内の複数市町村において甚大な被害が発生しました。
　徳島県社会福祉協議会の呼びかけにより阿波市社協から熊
本へ4月28日～6月14日の間に述べ6名の職員を災害支援と
して派遣しました。
　支援の内容は、災害ボランティアセンターの運営支援・福
祉施設支援・避難所地域コミュニティースペース運営支援と
被災された方々のために活動してきました。
　また、阿波市住民の皆さまには、災害義援金のご協力いた
だき誠にありがとうございました。

　鳥取県中部を震源とする地震が発生しました。これにより
鳥取県中部の市町村において被害が発生しました。鳥取県災
害支援協定により徳島県社会福祉協議会の呼びかけで阿波市
社協から10月26日～11月14日の間に2名の職員を災害支援

として派遣しました。
　支援の内容は、災害ボ
ランティアセンターの運
営支援を中心に活動しま
した。
　鳥取県中部では、地震
後の雪害も重なり、災害
ボランティアセンターは、
今も活動をつづけていま
す。

　平成29年1月3日にめでたく100歳のお誕生日
を迎えられました。
　あわデイサービスセンターでも職員と利用
者の皆さんでささやかながらお祝いをさせて
いただきました。
　山添さんは市場町デイサービスセンター開所時よ
り利用していただいております。いつも優しい笑顔で職

員に楽しいお話を聞かせて下さり、お友達と穏やかに過ごされて
います。

　健康にも常に気を遣われて、デイサービスでは体操を熱心に行い、合唱にも参加されています。
　長生きの秘訣は？とお伺いすると｢運動は大事。こけないようにするのが一番。｣とお話して下さいました。
　これからもお元気にすごされる事を職員一同願っております。
　　　貞子さん、お誕生日おめでとうございます。

100歳おめでとうございます
山 添 貞 子さん

阿波市社協災害支援報告

■熊本地震　前震 4月 14日 21：26　震度７　本震 4月 16日 01：25　震度 7強

■鳥取県中部地震　10月21日 14：07　震度6弱 ■南阿蘇

■熊本■鳥取

　平成28年10月29日　地域福祉推進委員さんと吉野
中学校生徒さん、地域のボランティアさんと一緒に
マルナカ柿原店、マルナカ吉野店で街頭募金を行いま
した。
　若く明るい中学生の呼びかけに、たくさんの方が
募金に協力をしてくれました。

　毎月第1火曜日・第3火曜日午後1時30分～
午後3時30分土成町の緑集会所にて、サロン
を開催しています。
　子どもさんからお年寄りの方まで世代は問
いませんので、気軽にお立ち寄り下さい。ほっ
と一息、お茶を飲みながらおしゃべりしませ
んか？参加お待ちしております！

●日　時　平成29年1月31日（火）
　　　　　午前10時～午前11時30分
●演　題
　　健康寿命を延ばす運動
　　　～阿波踊り体操で元気に暮らそう
●講　師
　　徳島大学　大学開放実践センター
　　　　　　教  授　田中　俊夫

　健康寿命を延ばすためには身体を動かしながら
頭を使う運動は効果的であるとお話がありました。
“1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬”
　暖かくなってきました。身体を動かしやすい季節
になりました。しっかり身体を動かし健康寿命を
延ばしましょう。

『健康講座』

主催●市場老人クラブ連合会

“サロン緑”オープン

吉野地区共同募金及び
歳末たすけあい街頭募金

開催
  されました

❹



　　2017年₃月25日 阿波市社協だより Vol.４４

　平成28年10月29日　地域福祉推進委員さんと吉野
中学校生徒さん、地域のボランティアさんと一緒に
マルナカ柿原店、マルナカ吉野店で街頭募金を行いま
した。
　若く明るい中学生の呼びかけに、たくさんの方が
募金に協力をしてくれました。

　毎月第1火曜日・第3火曜日午後1時30分～
午後3時30分土成町の緑集会所にて、サロン
を開催しています。
　子どもさんからお年寄りの方まで世代は問
いませんので、気軽にお立ち寄り下さい。ほっ
と一息、お茶を飲みながらおしゃべりしませ
んか？参加お待ちしております！

●日　時　平成29年1月31日（火）
　　　　　午前10時～午前11時30分
●演　題
　　健康寿命を延ばす運動
　　　～阿波踊り体操で元気に暮らそう
●講　師
　　徳島大学　大学開放実践センター
　　　　　　教  授　田中　俊夫

　健康寿命を延ばすためには身体を動かしながら
頭を使う運動は効果的であるとお話がありました。
“1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬”
　暖かくなってきました。身体を動かしやすい季節
になりました。しっかり身体を動かし健康寿命を
延ばしましょう。

『健康講座』

主催●市場老人クラブ連合会

“サロン緑”オープン

吉野地区共同募金及び
歳末たすけあい街頭募金

開催
  されました

❺



Vol.４４ 阿波市社協だより 2017年₃月25日

44vol.

CONTENTS
2017.3月発行

広 報

あわ市社協だよりあわ市社協だより 困ったときは　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 － 16日（火） － 18日（火） － 19日（火）
土成保健センター 25日（火） － 20日（火） － 15日（火） －
市場総合福祉センター － 2日（火） － 4日（火） － 5日（火）
阿波健康福祉センター 　4日（火） － 6日（火） － 1日（火） －

行政相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター 25日（火） 23日（火） 27日（火） 25日（火） 22日（火） 26日（火）
土成保健センター 17日（月） 15日（月） 19日（月） 24日（月） 21日（月） 25日（月）
市場総合福祉センター 10日（月）　8日（月） 12日（月） 10日（月） 14日（月） 11日（月）
阿波健康福祉センター 　3日（月）　1日（月）　5日（月）　3日（月）　7日（月） 　4日（月）

結婚相談
13：30～16：00

吉野地域福祉センター
合同相談
6日（木）

13:30~15:30
開催地:吉野町

11日（木）
合同相談
16日（金）

13:30~15:30
開催地:阿波町

　6日（木）
合同相談
17日（木）

13:30~15:30
開催地:市場町

　7日（木）
土成保健センター 11日（木） 13日（木） 14日（木）
市場総合福祉センター 18日（木） 20日（木） 21日（木）
阿波健康福祉センター 19日（金） 21日（金） 15日（金）

人権相談
13：00～16：00

吉野地域福祉センター － 25日（木）　1日（木） － 24日(木) －
土成保健センター 20日（木） － 　1日（木） 20日(木) － 21日（木）
市場総合福祉センター － 11日（木）　1日（木） － 10日（木） －
阿波健康福祉センター 　6日（木） － 　1日（木） 6日(木) － 　7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 － 19日（金） － 21日（金） － 15日（金）
土成保健センター 21日（金） － 16日（金） － 18日（金） －
市場総合福祉センター － 12日（金） － 7日（金） － 1日（金）
阿波健康福祉センター 7日（金） － 2日（金） － 4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（4～ 9月）　※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　沖　津　正　紀

〒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 ～親の心のケア～

主催　阿波市手をつなぐ育成会

　● 4月 13日（木）　　● 5月 11日（木）
　● 6月 8 日（木）　　● 7月 13日（木）
　● 8月 10日（木）　　● 9月 14日（木）
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19日（水）　　●5月17日（水）
　●6月21日（水）　　●7月19日（水）
　●8月16日（水）　　●9月20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

阿波市役所 人権相談日程

お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください。

●4月25日(火） ●5月23日(火）
●6月27日(火) ●7月25日(火)
●8月22日(火) ●9月26日(火)
場　所：阿波市役所本所(本庁1Ｆ 人権課横 相談室）
時　間：9:30～12:00  電　話：0883－36－8716    
※相談は無料で、秘密は固く守られます。

❻


