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社協会費募集のお願い社協会費募集のお願い

　社会福祉協議会では、地域の皆さまとともにより住みやすいまちづくりを目指し、さまざまな福祉事
業を展開しております。その財源の一つが、会員の皆さまから寄せられる社協会費です。会費は、地域
福祉の推進や情報発信のための広報費など、広く活用させていただいております。みなさまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

●募集期間●

平成25年7月中旬から8月末日まで

 

収入　418,590（単位：千円）

法人運営, 117,394 

善意銀行運営, 
301 

ボランティ
アセンター
事業, 3,062 

日常生活自立
支援事業 ,  4,899 

地域生活支援事業, 5,900 

共同募金配分
金事業, 5,000 

居宅介護支援事業, 35,163 

ホームヘルプ事業, 40,598 

老人デイサービス事業, 
130,216 

福祉用具
貸与事業, 

11,602 

地域福祉セ
ンター管理
経営, 3,789 

保健セ
ンター
管理
経営, 
2,709 

老人福祉セ
ンター管理
経営, 4,621 

健康福祉センター
管理経営 , 4,220 

児童館管理・経営, 28,486 

地域活動支援センター
事業,  20,630  

会費, 4,880

寄付金, 110

補助金, 88,137

受託金, 82,857

事業収入, 8,073

介護保険収入, 201,929

私的利用料収入, 324
共募配分金, 3,259

雑収入, 874

利息, 319

経理区分間収入, 9,439

積立預金取崩収入, 
10,588

その他の収入, 7,801

支出　418,590（単位：千円） 平成25年度
科目別
支出予算

平成25年度
科目別
収入予算

平成25年度一般会計　収入支出予算
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『基本方針』

平成25年度事業計画平成25年度事業計画
　阿波市社会福祉協議会は、一人ひとりの住民に目を向け、特に制度では対応しづらい福祉問題
を重視し、これを地域全体の問題としてとらえ、地域社会の中で解決策を考え、小地域活動や在
宅福祉サービスなどの実践をうみだしていきます。その取り組みにおいては、「住民全体」の理念
を貫き、地域住民が主人公となるような福祉のあり方を追求してまいります。

1．総合力強化のための組織経営改革（法人運営部門）
　本会事業の取り巻く現状は、ますます厳しさを増しています。安定的な社協経営を継続するため、
法人経営基盤の見直しに努め、阿波市社会福祉協議会としての「総合力強化」を目標に組織経営
改革に積極的に取り組みます。
　
2．総合相談支援体制の確立
　⑴　日常生活自立支援事業（基幹的社協）へ移行
　⑵　苦情解決機能の強化
　⑶　高齢者・障がい者・児童等に対する虐待防止活動の推進
　⑷　高齢者・障がい者を悪徳商法から守る取り組みの展開
　⑸　総合相談支援の充実 (ふれあい福祉センター）
　⑹　権利擁護センター（法人後見受任機関）の設置準備
　⑺　民生委員児童委員との連携
　
3．地域におけるきめ細かな福祉活動の展開（地域福祉活動推進部門）
　⑴　地域福祉活動計画策定の準備
　⑵　地域福祉推進委員会の設置
　⑶　地域福祉型福祉サービスの推進
　⑷　地域たすけあい事業の実施
　⑸　ボランティア・市民活動の一層の振興
　⑹　障がい者の自立に向けた環境づくり
　⑺　地域福祉教育の推進
　⑻　災害時に備えた要援護者支援体制づくりの整備
　⑼　子育て支援活動の促進
　⑽　広報・啓発の充実
　⑾　共同募金・歳末たすけあい運動の推進
　⑿　福祉団体への支援
　⒀　生活福祉資金貸付事業
　⒁　要援護者生活実態調査事業（市委託事業）の実施
　
4．地域福祉の視点に立った介護サービスの展開（在宅福祉サービス部門）
　⑴　在宅福祉サービス部門の機能強化
　⑵　介護保険サービス事業の経営
　⑶　介護認定訪問調査業務の受託
　⑷　障害者自立支援法による事業の推進
　
5．その他、地域福祉推進及び本会の運営に必要な事業
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　今回は、「音楽リズムで元気はつらつ」を合言葉に阿波市吉野町・
土成町を中心に活動しているグループを紹介します。
　代表を務める　出口　恒さんのインタビューです。
　特別養護老人ホーム　よしの園、介護老人施設　御所園には、開
所以来、入所者との交流として、歌や楽器を使って訪問させて頂い
ています。
　入所者の施設での生活は、多くの方に支えられた生活を過ごされ
ていると思います。いつもと少し違う時間として、体を動かし、童謡、
思い出の昭和歌謡等をリズム楽器にあわせて歌うことは、心身に良
い刺激となり、笑いやはなし声で楽しい気持ちになれると思います。
これからも入所者の交流の場として職員方のお手伝いをいただき、
ともに楽しい時間を過ごし交流を深めたいと思っています。

「音楽リズムで元気はつらつ」を

吉野支所

ボランティア団体紹介のコーナー
阿波市ボランティアセンター

吉野支所

ボランティア団体紹介のコーナー

イベント
行事紹介
イベント
行事紹介

　地域生活支援事業で平成25年6月15日土曜日に平成
25年度阿波市障がい者スポーツ大会が、市場ふれあい
センターで開催されました。阿波市内各地から総勢
120名の参加があり楽しく競技に参加され交流を深め
思い出に残る一日になりました。

　子育て支援
を目的とした
活動が6周年を
迎え、サロン利
用の親子とボ

ランティアの方々で
お誕生日会を平成25
年6月17日月曜日に市場総合福祉センターで
開催しました。お祝いにアンパンマン・バイキ
ンマンもかけつけて子供たちの歓声でお誕生
日会のいい思い出ができました。

　毎月第2・4月
曜日9時30分か
らサロンを実施
していますので
地域の子育て中
のお父さん・お
母さんぜひご参
加ください。

第7回　子どもフェスタ第7回　子どもフェスタ

子育てサロン
ぱんだ6周年お誕生日会

子育てサロン
ぱんだ6周年お誕生日会

平成25年度
阿波市障がい者スポーツ大会

平成25年度
阿波市障がい者スポーツ大会

　地域福祉事業の一環として平成25年5月
26日日曜日に第7回子どもフェスタが、土成
農業者トレーニングセンターとその周辺で
開催されました。10代の若者ボランティアた
ちが中心となり、サポートとして地域ボラン
ティア・企業ボランティアの方たちが地域住
民の絆づくりのために約三か月前から準備
しました。当日は1200人を超える来場者が
あり、子供フェスタの目的でもある世代を越
えた交流が実現できました。ご協力いただき
ました阿波市役所・徳島県中央広域連合中消
防署・阿波市ボランティア連絡協議会・石
井町社会福祉協議会・徳島県社会福祉協
議会の皆様ありがとうございました。
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ダイヤモンド婚・金婚
該当者申請について

　第9回 阿波市社会福祉大会（平成25年10月27日開催予定）において
お祝いをさせていただきます

　☆ダイヤモンド婚祝い該当者（婚姻年数60年）
　　ご夫婦ともご健在で昭和28年1月1日から昭和28年12月31日の間に婚姻届出済みのご夫婦。

　☆金婚祝い該当者（婚姻年数50年）
　　ご夫婦ともご健在で昭和38年1月１日から昭和38年12月31日の間に婚姻届出済みのご夫婦。

該当されるご夫婦は、社会福祉協議会本所・各支所にあります申請用紙にご記入の上
10月1日（火）までに届けてください。

なお、７月１日発行の『広報あわ』折り込みにも申請用紙があります。　

お問い合わせ
阿波市社会福祉協議会　総務課　㈹0883－36－5511

ダイヤモンド婚・金婚
該当者申請について

阿波市児童館
（八幡・市場・大俣）
子育て広場
7月から9月の予定です。

11日（木）　八幡
18日（木）　市場
25日（木）　大俣

　8日（木）　市場
　3館合同

12日（木）　八幡
19日（木）　市場
26日（木）　大俣

7月

8月

9月

幡
場
俣

おみずで
あそぼう

場 プールで
あそぼう

幡
場
俣

おやつを
つくろう
申込必要

　毎年恒例の24時間テレビの募金活動を支援
する学生ボランティアをボランティア団体の
ＶＩＳ市場が募集します。
　活動には、事前に申し込み用紙に必要事項を
記入の上説明会に参加していただく必要があ
ります。
　申込用紙は、阿波市社会福祉協議会に設置し
ております。
募　集　期　間　7月上旬より　
活　動　期　間　平成25年8月24日（土曜日）
　　　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ6：00
　　　　　　平成25年8月25日（日曜日）
　　　　　　ＡＭ10：00～ＰＭ5：00
募金活動場所　市場総合福祉センター（メイン会場）
　　　　　　キョーエイ市場店
　　　　　　鴨島アクアシティー
　　　　　　ショピングタウン鴨島  セレブ
　　　　　　ショピングプラザ  アワーズ
　　　　　　ショピングセンター  パルシー
　　　　　　阿波郡東部農協  ＪＡ夢市場

★問い合わせ★
阿波市社会福祉協議会
ボランティアセンター

　ＴＥＬ　0883－36－5511
　ＦＡＸ　0883－36－7040

毎年恒例の24時間テレビの募金活動を支援

募金活動
学生ボランティア募集

募募金金活活動動
学学生生ボボララランンンテティィアア募集集集

募金活動
学生ボランティア募集

2013.8.24～25
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困ったとき困ったときはは　ふれあい福祉センタふれあい福祉センターー
●阿波市各種相談業務日程表（７月～９月）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

９　月８　月７　月開 催 場 所相 談 種 別
３日（火）６日（火）２日（火）吉野地域福祉センター

心配ごと相談
１３：３０～１６：００

１０日（火）１３日（火）９日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー
１７日（火）２０日（火）１６日（火）市場総合福祉センター
２４日（火）２６日（月）２２日（月）阿波健康福祉センター
２４日（火）２７日（火）２３日（火）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１３日（金）１９日（月）１９日（金）土 成 保 健 セ ン タ ー
９日（月）１２日（月）８日（月）市場総合福祉センター
１７日（火）２０日（火）１６日（火）阿波健康福祉センター
１２日（木）合同相談日

阿波健康福祉センター
２３日（金）

１０：００～１３：００

１１日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
結婚相談

１３：３０～１６：００ １９日（木）１８日（木）市場総合福祉センター
２７日（金）２６日（金）阿波健康福祉センター

－２２日（木）－吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

１９日（木）－１８日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
－８日（木）－市場総合福祉センター

５日（木）－４日（木）阿波健康福祉センター
－２日（金）－吉野地域福祉センター

法律相談
１３：３０～１６：００
※事前に要電話予約

６日（金）－１９日（金）土 成 保 健 セ ン タ ー
１９日（木）８日（木）１１日（木）市場総合福祉センター
２７日（金）２３日（金）２６日（金）阿波健康福祉センター

８：３０～１７：００　　月～金　常時受け付け
市場総合福祉センター福祉・介護の相談
土 成 保 健 セ ン タ ー心の相談窓口

※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＆相談会おおおおおおおおおおおおししししししししししししゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃべべべべべべべべべべべべりりりりりりりりりりりり＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会おしゃべり＆相談会 阿波市社会福祉協議会
善意銀行

今後ともよろしくお願いします。
今回預託ありませんでした。

●　7月10日（水）

●　8月　7　日（水）

●　9月11日（水）

●　7月10日（水）　●　8月14日（水）
●　9月11日（水）　●　10月9日（水）

※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。

― 障がい者の心のケア ―
阿波市手をつなぐ育成会
主催

コスモス成年後見サポートセンター徳島支部主催
場　所　土成保健センター

時　間　10：00～12：00

参加費　会員無料　※会員外　100円 場　所　市場総合福祉センター

時　間　13：30～16：00
（相続手続き・遺言書作成の相談も受け付けます。）

コココスモス成成年後見ササポートセンンター徳島島島支部主催催

成年後見制度相談会成年後見制度相談会


