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広 報

あわ市社協だよりあわ市社協だより
社会福祉施設・
事業者の交流と連携研究会

　阿波市の社会福祉法人・福祉事業所・
障がい者支援事業所・児童施設・行政・
社協が集まり高齢者・障がい者・子ども・
生活困窮者・引きこもりなど、生活のし
づらさを抱える人たちに気づき、支援し
ていくための種別を越えた接点の場を研
究会として開催しました。

● 社協会費のお礼、赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金  ������������� ２
● 阿波市社会福祉大会、善意銀行 ������������������������ ３
● 祝 ! 100歳、餅つき配布同行、マラソンコース清掃 ���������������� ４
● 阿波市老人クラブ連合会研修会、ボランティア保険  �������������� ５
● ふれあい福祉センター日程表、成年後見人制度、
　　 おしゃべり＆相談会、阿波市役所人権相談日程  ��������������� ６

場所●市場総合福祉センター　大会議室
日時●平成 30年 2月 14日



Vol.４6 阿波市社協だより 2018年₃月29日

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～

　10月1日（日）今年度も阿波市交流防災拠点施設
アエルワにおいて、第13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
390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　藤井正助市長、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
されている方々に市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98組

のご夫婦に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、NPO法人健康笑い塾　主宰　
中井宏次　氏による｢顔が笑う　こころが笑う　脳
が笑う｣と題した講演があり､ユーモア・好奇心・
協調性を持って日々の生活を笑顔で送ることの大
切さを｢笑い｣を交えてお話して下さり、笑い声の
絶えない楽しい講演会となりました。
　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。

阿波市社会福祉大会

大会長表彰受賞者（敬称略・順不同）

第13回

佐藤ヨネ子 三木　喜江 坂東　正美
三木　隆夫 橋本　喜子 光山たけ子
林　　和則 土成町ボランティアグループ

◆ボランティア功労者・ボランティア功労団体◆

上原美南子 山本　節子
◆在宅介護◆

ダイヤモンド婚　34組　金婚　64組
◆平成29年　ダイヤモンド婚・金婚祝い◆

◆民生委員・児童委員功労者◆

◆社会福祉事業功労者◆

※多年にわたり、老人福祉の向上に貢献

西村トミ子 赤松　茂幸 松永　　忠
枝澤　君子 柏木　文子 尾方　公子
西岡　一四 近藤　恒夫 森　知恵子
笠井　旦美 福田　淳子 

※多年にわたり婦人会役員として、
　地域福祉の向上に貢献

大野　　茂 大西　歌子 樫原由美子
市川　俊子 稲井　幸子 森　　春江
武市　洋子 松本加代子 大西美和子

※多年にわたり身体障害者会の役員として、
身体障害者の福祉向上に貢献

酒巻　　肇 多田　誠一

※多年にわたり遺族会役員として、
　戦没者遺族の福祉向上に貢献

松村　巨雄

森田　和子 大村　利彰 藤本　一郎
小川　増美 河野千代美 前田　利夫
稲岡　朝治 篠原えり子

●公益法人　阿波麻植法人会　様
ありがとうございました

阪　　章子
◆自立生活の模範となる者◆

NPO法人 アスカ
阿部商事 株式会社
有限会社 阿北運送
阿波銀行 市場支店
阿波郡東部農業協同組合 大俣支所
阿波郡東部農業協同組合 本所
阿波清掃
阿波病院
阿波老人ホーム 御所園
有限会社市川材木店
伊藤商店
株式会社 稲井商店
上原税理士事務所
有限会社 大林メディカル
医療法人 博美会 大野病院
カーガレージフラットアウト
株式会社 カサイ
有限会社 笠井電機
川人進薬店

斉藤食堂
佐々木建設 株式会社
晃和自動車 株式会社
医療法人 御所診療所
四国部品株式会社徳島工場
有限会社 島田印刷 
新藤石油
勢川モータース
株式会社 敬工務店
高山産業株式会社 徳島西部営業所
武沢自動車整備工場
ダスキン井上
有限会社 ドアメンテ徳島
株式会社 トーカイ
徳島銀行 市場支店
株式会社 南海 脇町営業所
ばんどう保険
日浅モータース
平尾不動産

有限会社 ペンシル倶楽部
有限会社 松永石油店
有限会社　廣海工業
Booksオレンジ
藤井石油
前田印刷
有限会社　まの
吉岡自動車整備場
有限会社 吉岡設備
吉野町医師団
吉野地区民生委員児童委員協議会
吉田モータース
リブドゥコーポレーション徳島市場工場
岡田敏一
岸上茂春
出口 ヨシ子
鄙口 勝子
藤本正治
松永 雅子 （順不同、敬称略　H30.2.28 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。
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。

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。

ご協力ありがとうございました。

平成29年度

ありがとうございました

一 　 般 　 募 　 金  5,360,697円
歳末助け合い募金  1,647,218円

　 　総　　額   7,007,915円

（目標額　5,319,000円）

（目標額　1,520,000円）

平成29年度
赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金
平成29年度
赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金
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　　2018年₃月29日 阿波市社協だより Vol.４6

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～

　10月1日（日）今年度も阿波市交流防災拠点施設
アエルワにおいて、第13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
390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　藤井正助市長、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
されている方々に市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98組

のご夫婦に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、NPO法人健康笑い塾　主宰　
中井宏次　氏による｢顔が笑う　こころが笑う　脳
が笑う｣と題した講演があり､ユーモア・好奇心・
協調性を持って日々の生活を笑顔で送ることの大
切さを｢笑い｣を交えてお話して下さり、笑い声の
絶えない楽しい講演会となりました。
　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。

阿波市社会福祉大会

大会長表彰受賞者（敬称略・順不同）

第13回

佐藤ヨネ子 三木　喜江 坂東　正美
三木　隆夫 橋本　喜子 光山たけ子
林　　和則 土成町ボランティアグループ

◆ボランティア功労者・ボランティア功労団体◆

上原美南子 山本　節子
◆在宅介護◆

ダイヤモンド婚　34組　金婚　64組
◆平成29年　ダイヤモンド婚・金婚祝い◆

◆民生委員・児童委員功労者◆

◆社会福祉事業功労者◆

※多年にわたり、老人福祉の向上に貢献

西村トミ子 赤松　茂幸 松永　　忠
枝澤　君子 柏木　文子 尾方　公子
西岡　一四 近藤　恒夫 森　知恵子
笠井　旦美 福田　淳子 

※多年にわたり婦人会役員として、
　地域福祉の向上に貢献

大野　　茂 大西　歌子 樫原由美子
市川　俊子 稲井　幸子 森　　春江
武市　洋子 松本加代子 大西美和子

※多年にわたり身体障害者会の役員として、
身体障害者の福祉向上に貢献

酒巻　　肇 多田　誠一

※多年にわたり遺族会役員として、
　戦没者遺族の福祉向上に貢献

松村　巨雄

森田　和子 大村　利彰 藤本　一郎
小川　増美 河野千代美 前田　利夫
稲岡　朝治 篠原えり子

●公益法人　阿波麻植法人会　様
ありがとうございました

阪　　章子
◆自立生活の模範となる者◆

NPO法人 アスカ
阿部商事 株式会社
有限会社 阿北運送
阿波銀行 市場支店
阿波郡東部農業協同組合 大俣支所
阿波郡東部農業協同組合 本所
阿波清掃
阿波病院
阿波老人ホーム 御所園
有限会社市川材木店
伊藤商店
株式会社 稲井商店
上原税理士事務所
有限会社 大林メディカル
医療法人 博美会 大野病院
カーガレージフラットアウト
株式会社 カサイ
有限会社 笠井電機
川人進薬店

斉藤食堂
佐々木建設 株式会社
晃和自動車 株式会社
医療法人 御所診療所
四国部品株式会社徳島工場
有限会社 島田印刷 
新藤石油
勢川モータース
株式会社 敬工務店
高山産業株式会社 徳島西部営業所
武沢自動車整備工場
ダスキン井上
有限会社 ドアメンテ徳島
株式会社 トーカイ
徳島銀行 市場支店
株式会社 南海 脇町営業所
ばんどう保険
日浅モータース
平尾不動産

有限会社 ペンシル倶楽部
有限会社 松永石油店
有限会社　廣海工業
Booksオレンジ
藤井石油
前田印刷
有限会社　まの
吉岡自動車整備場
有限会社 吉岡設備
吉野町医師団
吉野地区民生委員児童委員協議会
吉田モータース
リブドゥコーポレーション徳島市場工場
岡田敏一
岸上茂春
出口 ヨシ子
鄙口 勝子
藤本正治
松永 雅子 （順不同、敬称略　H30.2.28 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。
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。

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。

ご協力ありがとうございました。

平成29年度

ありがとうございました

一 　 般 　 募 　 金  5,360,697円
歳末助け合い募金  1,647,218円

　 　総　　額   7,007,915円

（目標額　5,319,000円）

（目標額　1,520,000円）

平成29年度
赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金
平成29年度
赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金
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Vol.４6 阿波市社協だより 2018年₃月29日

阿波市老人クラブ連合会

●平成30年2月20日（火）
　徳島県庁舎と徳島県警察本部に見学に
行ってきました。
　徳島県警察本部の最先端のIT技術を結
集した通信指令システムを見学。
　大型画面表示システムをはじめ、コン
ピューター制御された情報機器のシステム
化により広域捜査にも威力を発揮できる
ものでした。
　消費者庁・独立行政法人国民生活セン
ターの「消費者行政新未来創造オフィス」
の取り組みをサポートするため、平成29
年6月に開設された徳島県庁内にオープン
したとくしま消費者行政プラットホームも
見学しました。

●ボランティア活動保険
　個人補償：期間 1年間（加入の翌日～平成31年3月31日まで）

●ボランティア行事保険
　参加者・来場者補償：指定開催日のみ

　平成30年2月8日（木）市場総合福祉センターで開催。
　徳島県薬剤師会　阿波吉野川支部　中山竜矢氏から
お薬についてのお話を伺いました。
　年齢を重ねるにつれて、服用するお薬の種類が多く
なる傾向があり、注意しなければならないことや薬剤
師を上手く利用するヒントを身につけて健やかな毎日
を過ごせるようなお話をしていただきました。

単位クラブ会長・女性部長・若手委員合同研修会

友愛訪問員研修会

平成30年度

ボランティア保険加入受付ご案内

「高齢の方とおくすり～薬剤師をうまく利用しましょう～」

ボランティア活動をされるみなさまへ

ボランティア活動や行事を
行う時は、加入をお勧めします。

●阿波市社会福祉協議会
　〒771－1610
　阿波市市場町興崎字北分60
　☎0883－36－5511
　ボランティア保険　担当まで

問い合わせ

　吉野中学校の生徒さん達が作ったお餅を
民生委員が同行し、ひとり暮らし高齢者宅
へ訪問し配布しました。

■吉野中学校餅つき配布同行
平成29年12月2日

　土成ボランティア連絡協議会員（50名）の
皆さんで、3月4日（日）開催の阿波シティマ
ラソンに向けてマラソンコースの清掃をしま
した。
　同会員さんには、毎年数回ごみゼロ等の
町内クリーン活動を推進していただいてい
ます。

■町内クリーン活動
平成30年2月26日（月）

気持ちよう走って
くれたらええなぁ

　平成29年10月25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。
　高木さんは、バーベナの里（あわデイサービスセンター）開所
時より利用されており、いつも職員に楽しいお話を聞かせてく
れたり、笑顔でお友達と話をし、本や新聞を読むことを欠かさ
ずされています。
　ご自身も子供8人に恵まれ、現在孫10人、ひ孫15人に囲ま
れ穏やかに過ごされています。
　長生きの秘訣は？とお伺いすると、｢よく食べて、よう寝ること
やなぁ｣とお話し下さいました。
　これからも、お元気で過ごされることを職員一同願っております。
　アサノさん　お誕生日おめでとうございます。

祝！100歳 髙木アサノさん

❹



　　2018年₃月29日 阿波市社協だより Vol.４6

阿波市老人クラブ連合会

●平成30年2月20日（火）
　徳島県庁舎と徳島県警察本部に見学に
行ってきました。
　徳島県警察本部の最先端のIT技術を結
集した通信指令システムを見学。
　大型画面表示システムをはじめ、コン
ピューター制御された情報機器のシステム
化により広域捜査にも威力を発揮できる
ものでした。
　消費者庁・独立行政法人国民生活セン
ターの「消費者行政新未来創造オフィス」
の取り組みをサポートするため、平成29
年6月に開設された徳島県庁内にオープン
したとくしま消費者行政プラットホームも
見学しました。

●ボランティア活動保険
　個人補償：期間 1年間（加入の翌日～平成31年3月31日まで）

●ボランティア行事保険
　参加者・来場者補償：指定開催日のみ

　平成30年2月8日（木）市場総合福祉センターで開催。
　徳島県薬剤師会　阿波吉野川支部　中山竜矢氏から
お薬についてのお話を伺いました。
　年齢を重ねるにつれて、服用するお薬の種類が多く
なる傾向があり、注意しなければならないことや薬剤
師を上手く利用するヒントを身につけて健やかな毎日
を過ごせるようなお話をしていただきました。

単位クラブ会長・女性部長・若手委員合同研修会

友愛訪問員研修会

平成30年度

ボランティア保険加入受付ご案内

「高齢の方とおくすり～薬剤師をうまく利用しましょう～」

ボランティア活動をされるみなさまへ

ボランティア活動や行事を
行う時は、加入をお勧めします。

●阿波市社会福祉協議会
　〒771－1610
　阿波市市場町興崎字北分60
　☎0883－36－5511
　ボランティア保険　担当まで

問い合わせ

　吉野中学校の生徒さん達が作ったお餅を
民生委員が同行し、ひとり暮らし高齢者宅
へ訪問し配布しました。

■吉野中学校餅つき配布同行
平成29年12月2日

　土成ボランティア連絡協議会員（50名）の
皆さんで、3月4日（日）開催の阿波シティマ
ラソンに向けてマラソンコースの清掃をしま
した。
　同会員さんには、毎年数回ごみゼロ等の
町内クリーン活動を推進していただいてい
ます。

■町内クリーン活動
平成30年2月26日（月）

気持ちよう走って
くれたらええなぁ

　平成29年10月25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。
　高木さんは、バーベナの里（あわデイサービスセンター）開所
時より利用されており、いつも職員に楽しいお話を聞かせてく
れたり、笑顔でお友達と話をし、本や新聞を読むことを欠かさ
ずされています。
　ご自身も子供8人に恵まれ、現在孫10人、ひ孫15人に囲ま
れ穏やかに過ごされています。
　長生きの秘訣は？とお伺いすると、｢よく食べて、よう寝ること
やなぁ｣とお話し下さいました。
　これからも、お元気で過ごされることを職員一同願っております。
　アサノさん　お誕生日おめでとうございます。

祝！100歳 髙木アサノさん

❺
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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
13:30~15:30

吉野地域福祉センター － 15日(火) － 17日(火) － 18日(火)
土成保健センター 24日(火) － 26日(火) － 28日(火) －
市場総合福祉センター － 1日(火) － 3日(火) － 4日(火)
阿波健康福祉センター 3日(火) － 5日(火) － 7日(火) －

行政相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター 24日(火) 22日(火) 26日(火) 24日(火) 28日(火) 25日(火)
土成保健センター 16日(月) 21日(月) 18日(月) 23日(月) 20日(月) 18日(火)
市場総合福祉センター 9日(月) 14日(月) 11日(月) 9日(月) 13日(月) 10日(月)
阿波健康福祉センター 2日(月) 7日(月) 4日(月) 2日(月) 6日(月) 3日(月)

結婚相談
13:30~15:30

吉野地域福祉センター
合同相談

20日（金）
開催地:阿波町

18日(金)
合同相談

14日（木）
開催地:土成町

20日(金)
合同相談

16日（木）
開催地:市場町

21日(金)
土成保健センター 24日(木) 19日(木) 20日(木)
市場総合福祉センター 17日(木) 12日(木) 13日(木)
阿波健康福祉センター 10日(木) 5日(木) 6日(木)

人権相談
13:30~16:00

吉野地域福祉センター － 24日(木) 1日(金) － 23日(木) －
土成保健センター 19日(木) － 1日(金) 19日(木) － 20日(木)
市場総合福祉センター － 10日(木) 1日(金) － 9日(木) －
阿波健康福祉センター 5日(木) － 1日(金) 5日(木) － 6日(木)

法律相談
13:30~15:30
※事前に要電話予約

吉野地域福祉センター － 18日(金) － 20日(金) － 21日(金)
土成保健センター 20日(金) － 15日(金) － 17日(金) －
市場総合福祉センター － 11日(金) － 13日(金) － 14日(金)
阿波健康福祉センター 6日(金) － 1日(金) － 3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（2018年 4月～ 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 12日（木）　●　5　月 10日（木）
　●　6　月 21日（木）　●　7　月 12日（木）
　●　8　月　9　日（木）　●　9　月 13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
お名前と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18日（水）　●　5月16日（水）
　●　6月20日（水）　●　7月18日（水）
　●　8月15日（水）　●　9月19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

お気軽にご相談ください。

阿波市役所 人権相談日程
お気軽にご相談ください。

●4月11日（水）・26日(木） ●5月17日・31日(木）
●6月　1日（金）・21日(木） ●7月12日・26日(木)
●8月　2日・16日(木）

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


