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『基本方針』

平成24年度事業計画平成24年度事業計画平成24年度事業計画
　阿波市社会福祉協議会は、一人ひとりの地域住民の生活に目を向け、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
域福祉活動や在宅福祉サービスなどの実践を生み出していきます。その取り組みにおいては、「住
民主体」の理念を貫き、地域住民が主人公となるような社会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
　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事業）
　⑹　障がい者の自立に向けた環境づくり
　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　地域福祉推進委員会の設置
　⑵　地域福祉型福祉サービスの推進
　⑶　地域たすけあい事業の実施
　⑷　ボランティア・市民活動の一層の振興
　⑸　地域福祉教育の推進
　⑹　災害時に備えた要援護者支援体制づくりの整備
　⑺　子育て支援活動の促進
　⑻　広報・啓発の充実
　⑼　共同募金運動の推進
　⑽　福祉団体への支援
　⑾　生活福祉資金制度の活用
　⑿　ホームヘルパー養成研修会２級課程開講
　
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

◆　◆　◆　平成24年度社協会費にご協力お願いします。　◆　◆　◆◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成222222222222444444444444年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度社社社社社社社社社社社社協協協協協協協協協協協協会会会会会会会会会会会会費費費費費費費費費費費費にににににににににににごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力おおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいしししししししししししまままままままままままますすすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　◆　◆　平成24年度社協会費にご協力お願いします。　◆　◆　◆◆　◆　◆　平成24年度社協会費にご協力お願いします。　◆　◆　◆

　阿波市社会福祉協議会では地域福祉の推進に関することや、情報発信・啓発に関することへの財源として
住民の皆さまより社協会費を募集させていただいております。
　よりよい町づくり推進のために、社協の活動にご協力ください。
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「地域福祉活動助成事業」のご案内「「「「「「「「「「「「地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業」」」」」」」」」」」」ののののののののののののごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内「地域福祉活動助成事業」のご案内「地域福祉活動助成事業」のご案内

双葉グループ代表　井内　秀樹氏 が共同募金会に
　　　　　　　100万円の募金をしてくださいました。
双双双双双双双双双双双双葉葉葉葉葉ググググググググググググルルルルルルルルルルルルーーーーププププププププププププ代代代代代代代代代代代代表表表表表表表表表表表表 井井井井井井井井井井井井内内内内内内内内内内内内　秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀秀樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹氏氏氏氏氏氏氏氏 がががががががががががが共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同募募募募募募募募募募募金金金金金金金金金金金金会会会会会会会会会会会会にににににににににににに
　　　　　　111111111111000000000000000000000000万万万万万万万万万万万万円円円円円円円円円円円円のののののののののののの募募募募募募募募募募金金金金金金金金金金金金ををををををををををををししししししししししししててててててててててててくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだささささささささささささいいいいいいいいいいいいままままままままままままししししししししししししたたたたたたたたたたたた。

双双双双双双双葉葉葉葉葉葉葉葉ググル プ代代代代代代代代代代代表表表表表表表表 井井井井井井井井井内内 秀秀樹樹氏 が共同募金会に双葉グループ代表　井内　秀樹氏 が共同募金会に
　　　　　　　100万円の募金をしてくださいました。

　「お客様やその家族の方々、また地域の方々をはじめ福祉その
ものに育てられたと思っています。
　３年前にも寄付をさせていただきましたが、また３年後に寄付
ができるよう成長することが私の使命だと思っています。
　そしてそれが育ててくださった皆さま方への
恩返しだと思っています。」
　ご協力ありがとうございました。

　高齢者の男性を対象に、男性料理教室を開催いたします。
　「包丁もまともに使ったことがない」「家では湯を沸かすくらいじゃ」そんな料理初心者の方でも安心し
てご参加いただけるよう簡単メニューをグループごとに作ります。お誘いあわせの上、ご参加ください。
　　【開催場所】　　　　　 【開　催　日】　　　　　　　　　　　【連　絡　先】
　　　吉野支所　　　　　　　平成 24年 8月 9日（木）　　　　　☎088－696－2386
　　　土成支所　　　　　　　平成 24年 8月 3日（金）　　　　　☎088－695－4802
　　　阿波支所　　　　　　　平成 24年 7月開催予定　　　　　☎0883－35－6033
　　【時　　間】10時より　　　　　　　　　　　　　　　　
　　【参　加　費】ひとり 500円
　　【持ってくるもの】エプロン・三角巾　　　　　　　　　　　　

共同募金配分金の一部を財源として、阿波市内で活動する団体を資金面で応援します。
　■助成金の交付対象となる団体……法人格を持たない任意団体
　■助成の対象となる事業……………阿波市民を対象とし、地域福祉を推進する事業など
　■対象事業の実施期間………………平成24年8月1日から平成25年2月28日の間に実施する事業
　■助成金額……………………………1団体につき最高 5万円まで　
　■募集期間……………………………平成 24年 7月 1日から平成 24年 7月 20日
申請書・要綱は社会福祉協議会の各支所にあります。
応募を希望される団体は必要書類を添付し、社会福祉協議会各支所へ申請書を提出してください。
募集期間終了後、審査会で協議の上助成の可否を選定します。
詳しくは、阿波市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL 0883－36－5511へお問い合わせください。

男性料理教室開催のお知らせ

お申込み・お問い合わせは、上記社会福祉協議会の各支所
までお願いします。

市場で6月26日（火）実施しました。次回は11月開催予定です。

◇阿波市ボランティアセンターからのお知らせ◇◇阿波市ボランティアセンターからのお知らせ◇◇阿波市ボランティアセンターからのお知らせ◇

地域のボランティアやマンパワーによる地域連携や協働について学びます。

日　　　　時　　平成 24年 7月 31日（火）13:30～ 14:30
場　　　　所　　市場総合福祉センター 2F　大会議室
内　　　　容　　「県民との協働について」
　　　　　　　　講師　徳島県県民環境部県民環境政策課県民協働室
　　　　　　　　　　　室長補佐　笹田　純司氏
申し込み締め切り　　7月 26日（木）
お問い合わせ　　阿波市ボランティアセンター　TEL 088－695－4802
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平成 23年度
赤い羽根共同募金
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ダイヤモンド婚・金婚　該当者
申請のご案内

　平成24年10月28日（日）開催の阿波市社会福祉大会で、ダイヤモンド婚・金婚該当者の方にお祝いを
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）
　　ご夫婦とも健在で昭和27年1月1日から昭和27年12月31日の間に婚姻届出済のご夫婦。
　☆金婚祝い該当者（婚姻年数50年）
　　ご夫婦とも健在で昭和37年1月１日から昭和37年12月31日の間に婚姻届出済のご夫婦。
　以上の期間に婚姻届出をされておられますご夫婦は申請手続きが必要となりますのでよろしくお願いします。
　申請書は、広報阿波7月号、または社協の窓口にあります。　　
　必要事項をご記入のうえ、10月1日（月）までに社会福祉協議会各支所へお持ちください。
　　お問い合わせは、社会福祉協議会　総務課　TEL 0883－36－5511へお願いします。

　平成 24 年 6 月 9 日（土）土成トレーニング
センターで開催されました。
　参加者は約150人。絵合わせゲームや玉入れ、
フライングディスクなどで楽しみました。

7月 11日（水）　時間　10：00～ 12：00

8月 8 日（水）　時間　10：00～ 12：00

9月 12日（水）　時間　10：00～ 12：00

場　所：土成保健センター（御所の郷隣）
参加費：会員無料　　会員外　100円
対　象：障がい者（児）の親・家族
主　催：阿波市手をつなぐ育成会

　◇お問い合わせ◇
　阿波市社会福祉協議会　土成支所
　TEL　088－695－4802

7月 11日（水）　時間　13：30～ 16：00
9月 12日（水）　時間　13：30～ 16：00

場　所：市場総合福祉センター
主　催：一般社団法人コスモス成年後見
　　　　サポートセンター徳島県支部

　認知症や障がい等により財産管理が十分でき
ない場合などに利用できる成年後見制度。自分
や家族の将来のために相談してみませんか。　

　　◇お問い合わせ◇
　　徳島県行政書士会館内　
　　TEL　088－626－2083

　各地区でボランティアさんがごみゼロ活動をし
ました。歩いてみるとお弁当のごみやたばこ、空
き缶にビン、スプレー缶なんかも落ちていて驚き
ました。日頃からごみゼロに心がけたいですね。
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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）　※相談は無料です。秘密は固く守ります。

９　月８　月７　月開 催 場 所相 談 種 別

４日（火）７日（火）３日（火）吉野地域福祉センター

心配ごと相談
13：30～16：00

１１日（火）１４日（火）９日（月）土 成 保 健 セ ン タ ー

１８日（火）２１日（火）１７日（火）市場総合福祉センター

２４日（月）２７日（月）２３日（月）阿波健康福祉センター

２４日（月）２７日（月）２３日（月）吉野地域福祉センター

行政相談
13：30～16：00

１８日（火）２０日（月）１７日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー

１０日（月）１３日（月）９日（月）市場総合福祉センター

５日（水）１日（水）４日（水）阿波健康福祉センター

１３日（木）合同相談日
10:00～13:00
阿波町

１２日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
結婚相談
13：30～16：00 ２０日（木）１９日（木）市場総合福祉センター

２８日（金）２７日（金）阿波健康福祉センター

２７日（木）－２６日（木）吉野地域福祉センター

人権相談
13：30～16：00

－１６日（木）－土 成 保 健 セ ン タ ー

１３日（木）－１２日（木）市場総合福祉センター

－２日（木）－阿波健康福祉センター

－３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

７日（金）－６日（金）土 成 保 健 セ ン タ ー

２０日（木）１６日（木）１９日（木）市場総合福祉センター

２８日（金）２４日（金）２７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

開催場所　　市場総合福祉センターほか

日　　程　　平成 24年 9月より 11月にかけて火・木の夜間および土・日の昼間（指定する日）

　　　　　　講義・実技・実習　計 130時間（すべて受講してください）

受　講　料　　阿波市内在住の方　50,000円　　＋　テキスト代

　　　　　　阿波市外の方　　　70,000円　　　　　　6,700円

募集人員　　45名（先着順）

詳しくは、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ　地域福祉課　TEL 0883－36－5511

社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会
会長　宮　根　正　典

〒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

｝

 ※障がい者の親の心のケア日程は５頁に記載　
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