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第８回　阿波市社会福祉大会のご案内第８回　阿波市社会福祉大会のご案内第８回　阿波市社会福祉大会のご案内第８回　阿波市社会福祉大会のご案内

該当されますご夫婦は、お早めに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、ご提出して下さい。
※　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２７年１月１日から昭和２７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３７年１月１日から昭和３７年１２月３１日の間に婚姻届出済みのご夫婦

★ 表　彰……社会福祉事業に従事され、功績のある方に表彰・感謝状贈呈
★ お祝い……ダイヤモンド婚（婚姻年数６０年で申請いただいたご夫妻）
　　　　　　 金婚（婚姻年数５０年で申請いただいたご夫妻）
★ 記念講演（午前１１時～１２時３０分）（参加…無料）
　 　　　　  （一般の方のご参加もお待ちしております。記念講演からの入場も可能です。）
　 　演題　「早く見つければ、認知症は防げる、治せる」
　 　講師　日本早期認知症学会顧問　金子　満雄　氏

お問い合わせ
阿波市社会福祉協議会　総務課
阿波市市場町興崎字北分６０番地（市場総合福祉センター内）　　電話 ０８８３－３６－５５１１　FAX ０８８３－３６－７０４０

～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越し下さい。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越し下さい。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越し下さい。～

日時

場所

平成２４年１０月２８日（日）　午前９時３０分　開会

～健康と笑顔がつなぐボランティア～

土成農業者トレーニングセンター

日時

場所

平成２４年１２月２日（日）　９：３０～１４：００　【雨天決行】

吉野保健センターひまわり周辺（阿波市吉野支所前ひろば）

大会内容

第８回  阿波市ボランティアフェスティバル第８回  阿波市ボランティアフェスティバル第８回  阿波市ボランティアフェスティバル

手づくり体験コーナーやバザー、

ボランティアに関するパネル展示

もあります

うどん、お好み焼き、豚汁
いか天、焼きそば、から揚げ
フランクフルト、ぜんざい
　　　　　　　　　　など

食のひろば
・吹奏楽
　（一条小学校・柿原小学校）
・フラダンス　　　
・人権人形劇　　　
・手話ソング
・大型紙芝居
・オカリナ演奏
・阿波踊り
・人形劇

ステージ

白バイ・パトカーが来るよ！
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　10月 1日より赤い羽根共同募金運動がはじまります。
　毎年地域のみなさんや企業・団体等にご協力をお願いしております。
　この募金は、高齢者や障がいをもつ方の支援、地域の安全や防災、子育て支援や児童青少年の
育成などといった様々な地域福祉活動に役立てられています。
　本年度もみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

◆　ふれあい福祉センター相談員研修会を開催しました　◆◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　ふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれああああああああああああいいいいいいいいいいいい福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉セセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタターーーーーーーーー相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談員員員員員員員員員員員研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修修修会会会会会会会会会会会会をををををををををををを開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催しししししししししししまままままままままままましししししししししししたたたたたたたたたたたた ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　ふれあい福祉センター相談員研修会を開催しました　◆◆　ふれあい福祉センター相談員研修会を開催しました　◆

　8月 29日（水）　成年後見制度について
　一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの行政書士さんに
成年後見制度の概要を事例を交えながらご講演いただきました。

平成24年度　赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
皆さまのご協力をお願いいたします。

防災に関する知識を深め、いざという時
に結束できる地域づくりをめざします。

共同募金助成金事業で学生さんのボラン
ティア活動も応援しています。

小学生の夏休みボランティア体験でデイ
利用者の方の買物補助をしました。

地元の高齢者の方と交流活
動を行ったり、お弁当配達
サービスをしたり、地域の
つながりを重視した事業を
行っています。

防災セミナー　開催のお知らせ防災セミナー　開催のお知らせ防災セミナー　開催のお知らせ防災セミナー　開催のお知らせ
　いざという時に備えて、一人ひとりが日頃から備えておくことが
大切です。防災対策について，一緒に考えてみましょう。
 
 日　時　　平成 24年 10月 10日（水）　　10：00～ 11：30
 場　所　　吉野地域福祉センター　こすもす
 内　容　　阿波市の防災対策について知ろう、考えよう
　　　　　 講師：阿波市防災対策課　岡本　正和 氏

・お申込みは社協　土成支所　TEL 088－695－4802へお願いします。

平成 23年度に
行った共同募金
の事業です

平成 23年度の阿波市支部の募金額は、

　　　　　　　　　　　　　円でした。
　　たくさんの善意を
　　　　ありがとうございました。

7,770,772
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阿波市社会福祉協議会アマチュア無線クラブ　活動しています！阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿波波波波波波波波波波波波市市市市市市市市市市市市社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会アアアアアアアアアアアアママママママママママママチチチチチチチチチチチチュュュュュュュュュュュュアアアアアアアアアアアア無無無無無無無無無無無無線線線線線線線線線線線線ククククククククククククララララララララララララブブブブブブブブブブブブ　活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動ししししししししししししてててててててててててていいいいいいいいいいいいまままままままままままますすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！阿波市社会福祉協議会アマチュア無線クラブ　活動しています！阿波市社会福祉協議会アマチュア無線クラブ　活動しています！

　災害時に通信困難となった場合には、救援
要請や安否確認など関係機関との情報交換が
確実に取れる有効な手段が無線です。
　防災訓練に積極的に参加したり、会員が所
持する無線・社協各支所に設置してある無線
機で定期的に通信テストを行ったりして緊急
時に備えています。

“まちづくりと協働”
　7月 31日（火）、徳島県県民環境局の笹田 純司氏
を講師にお迎えしてボランティアや NPO の役割、
住民と行政の連携および施策などについてお話しい
ただきました。
　市内でボランティアに携わっている方や各団体の
長など約 80名が参加してくれました。

青少年ボランティアセミナー
　8 月 3 日（金）、藍住町社会
福祉協議会の松田 清誉さんを講
師にお迎えして開催しました。
　市内の中高生とサポーターの
大人、大学生 17名が参加、ワー
クショップ形式で地域のことや
ボランティアのことについて話
し合いました。
　

防災セミナー　　
　9 月 18 日（火）、土成保健センターにて“あきら
めない防災、地域をつなぐ防災”と題して、鳴門教
育大学大学院の阪根 健二教授をお迎えしてご講演い
ただきました。
　災害への備え、また発災時の対応など日頃からあ
らゆる想定をして実践に活かせる危機管理能力、ま
た学校や地域においての防災教育への取り組みが重
要であることを学びました。

阿波市
ボランティアセンター事業

JA5ZZZ

地域づくりは地域の力から。ボランティ
アという視点から、より住みやすいま
ちを自分たちで考えて自分たちで作っ
ていく、人材づくりを目指します。
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ぱんだの納涼祭
わたがし、ポップコーンやアートバ
ルーンにヨーヨーすくい、アイロン
ビーズづくりなどの親子で楽しめる
出し物で盛り上がりました。

たんぽぽサロン
　　　～たたみで運動会！～
かけっこしたりヨーヨー取りをし
たり、部屋の中を元気いっぱい駆
け回りました。

7月 28日（土）
3児童館合同デイキャンプに 50名の児童が参加しました。
シャボン玉や水鉄砲で遊んだあとはカレーを食べて映画鑑賞を楽しみました。

なかよしキッズ
　　カラオケ大会～♪

～お月見の切り絵～
こすもすデイサービス利用者のみなさんで作りました！

徳島といえば
   　阿波踊り。
心も体も弾みます。

●市場児童センター
●八幡児童館
●大俣児童館

こどもたちの・・・夏！
季節は秋になりましたが、夏の元気な子供たちの写真をお届けします。
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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（１０月～１２月）　※相談は無料です。秘密は固く守ります。

１２　月１１　月１０　月開 催 場 所相 談 種 別

４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

１１日（火）１３日（火）９日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー

１８日（火）２０日（火）１６日（火）市場総合福祉センター

２５日（火）２６日（月）２２日（月）阿波健康福祉センター

２５日（火）２６日（月）２２日（月）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１７日（月）１９日（月）１５日（月）土 成 保 健 セ ン タ ー

１０日（月）１２日（月）９日（火）市場総合福祉センター

５日（水）７日（水）４日（木）阿波健康福祉センター

合同相談日
未定

８日（木）合同相談日
土成保健センター
１０：００～１３：００

土 成 保 健 セ ン タ ー
結婚相談
１３：３０～１６：００ １５日（木）市場総合福祉センター

３０日（金）阿波健康福祉センター

４日（火）２２日（木）－吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

４日（火）－１８日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー

４日（火）８日（木）－市場総合福祉センター

４日（火）－４日（木）阿波健康福祉センター

７日（金）－５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

－２日（金）－土 成 保 健 セ ン タ ー

２０日（木）１５日（木）１８日（木）市場総合福祉センター

１４日（金）３０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　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

ありがとう
ございました。

（香典返し）
光　　永　　健　　二　様～次の方々からご寄付をいただきました～

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

10月10日（水）、11月14日（水）、12月12日（水）
― 障がい者の親の心のケア ―

※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。

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

成年後見制度相談会成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会成成成成成成成成成成成成 会会会成年後見制度相談会成年後見制度相談会
11月14日（水）
　1月　9日（水）

場　所　　市場総合福祉センター
時　間　　13：30～16：00

主催
阿波市手をつなぐ育成会
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