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３児童館の子供たちが協力してひなまつりの料理に挑戦‼上手にできました。
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市場児童セ
ンター

民生児童委員さんの
協力で　　　にも
挑戦しました。
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実績総額 6, 751, 995円

赤い羽根共同募金　実績額　5，026，223円
歳末たすけあい運動　実績額　1，725，772円

　平成24年10月１日より全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。多くのみなさまの
ご協力により募金運動できました。集まった募金は、全額を徳島県共同募金会に納め配分金と
して阿波市社会福祉協議会へ配分されます。
　ご協力いただいたみなさまに心よりお礼申し上げます。

みなさまご協力いただきありがとうございました。

赤い羽根共同募金 実績額 5，026，223円

じぶんの町を良くするしくみ。じぶんの町を良くするしくみ。

●歳末たすけあい募金配分金事業●●歳末たすけあい募金配分金事業●

　平成25年2月25日（月）市場総合福祉センターで開催。
　吉野川保健所の方から「こころの健康つくり」についてのお話を伺いました。
　みんなで楽しく会食をした後は市場幼稚園児の歌、踊り、詩の朗読で心がなごみました。ボラ
ンティアによる腹話術、紙芝居などもあり楽しい一日でした。

「75歳以上の高齢者世帯」「75歳以上の高齢者世帯」

ふれあいの集いふれあいの集い

　阿波地区・市場地区・土成地区・吉野地
区の民生児童委員さんが各地区のひとり暮
らし高齢者の自宅へ届けて下さいました。

「75歳以上のひとり暮らし高齢者」「75歳以上のひとり暮らし高齢者」

配食サービス配食サービス

大俣地区　平成25年 3月 2日（土）大俣公民館で開催。
市場地区　平成25年 3月 3日（日）市場総合福祉センターで開催。
八幡地区　平成25年 3月 5日（火）市場文化会館で開催。
　交通安全教室、会食、ゲーム大会、頭の体操など盛りだくさんの
内容で市場地区民生委員児童委員さんや市場ボランティア協会（ひ
まわり部会）の方がひとり暮らし高齢者の方と交流を図りました。

「75歳以上のひとり暮らし高齢者」「75歳以上のひとり暮らし高齢者」

いきいきサロン（げんき会）いきいきサロン（げんき会）

※地区により配食サービスの内容は異なります。
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ふれあい福祉センターの総合相談ふれあい福祉センターの総合相談ふれあい福祉センターの総合相談
生活上のお困りごとや気がかりな問題、ささいなことでもご利用ください。

（4月～ 6月の日程は 6頁に掲載）

★相談はすべて無料です。
★個人の秘密は固く守られます

安心してご相談ください。

吉野支所　TEL 088－696－2386
市場支所　TEL 0883－36－5511
土成支所　TEL 088－695－4802
阿波支所　TEL 0883－35－6033

阿波市
社会福祉
協議会

●心配ごと相談　…… 日常生活上の心配ごとの相談、困りごと全般に関する相談
 相談担当　民生児童委員、各種団体の代表、学識経験者

●行 政  相  談　…… 道路・住宅・公害等行政全般に関する相談
 相談担当　国から委嘱された行政相談員

●法 律  相  談　…… 財産・相続や契約・土地のことなど法的なトラブルについての相談
 相談担当　弁護士「事前予約が必要です。」

●人 権  相  談　…… 人権問題に関する相談
 相談担当　国から委嘱された人権擁護委員

●結 婚  相  談　…… よいご縁をお探しの方に情報をご提供
 相談担当　経験豊富な結婚相談員

●福祉・介護相談　…… 福祉に関する相談、介護保険、その他介護に関する相談全般
 相談担当　阿波市社会福祉協議会

●心の相談窓口　…… 不安なこと心配なこと心の悩み相談
 相談担当　阿波市社会福祉協議会

［開催期間］　平成25年4月2日（火）～5月8日（水）

宮川内ダムにこいのぼりを見に行こう。

　徳島県各地から寄せられた鯉のぼりたちが、土成町のボランティアの
方々の手によって宮川内ダムに揚がります。
　ぜひご覧になってください。
※鯉のぼりをご寄付いただいた皆様、ご協力ありがとうございます。
　お問い合わせ　阿波市社会福祉協議会　土成支所　TEL 088－695－4802

　子どもフェスタは、阿波市内の10代ボランティアが中心
に企画・運営し、地域の大人達の協力を得て開催する世代
間交流イベントです。
　食のコーナーをはじめ、遊びや体験、手作りコーナーが
たくさんあり、ステージの催しもあります。 ※当日のお願い　車は駐車場係の指示に従って止めてください。

●お問い合わせ●

阿波市社会福祉協議会
ボランティアセンター

TEL　0883－36－5511
主催　阿波市社会福祉協議会
共催　阿波市ティーンズボランティア

開催日 平成25年5月26日（日）
時　間 9：30～14：00（雨天決行）

ところ 土成農業者トレーニングセンター
とその周辺 土成農業者

トレーニング
センター
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阿波市社協のホームヘルパーは笑顔と介護を支えるパートナー

ホームヘルパーのおしごとって？

　ホームヘルパーは、利用者の皆さまが“そ
の人らしく”生活するにはどのような支援が
必要かを考え、その人の生活や身体状況に
合ったサービスを相談しながら提供します。

　阿波市社協ホームヘルプ事業所は、要介護・要支援の方への介
護保険によるサービス、障がい者の方へのサービスなどを行って
います。
　サービスを利用することで利用者の方やご家族の負担が減り、
在宅での生活がより安心なものになるよう、また心身機能低下の
防止・維持改善に努めています。

ゆとりと安心をご家庭にお届けするおしごとです。

◇生活の支援に関すること◇
洗濯や掃除、調理、買い物など

◇身体の介護に関すること◇
食事、排せつ、入浴の介助、体
位交換、衣類の着脱、清拭など

阿波市社協のホームヘルパーは笑顔と介護を支えるパートナー

　ホームヘルパーは、利用者の皆さまが“そ
の人らしく”生活するにはどのような支援が
必要かを考え、その人の生活や身体状況に
合ったサービスを相談しながら提供します。

　阿波市社協ホームヘルプ事業所は、要介護・要支援の方への介
護保険によるサービス、障がい者の方へのサービスなどを行って
います。
　サービスを利用することで利用者の方やご家族の負担が減り、
在宅での生活がより安心なものになるよう、また心身機能低下の
防止・維持改善に努めています。

ゆとりと安心をご家庭にお届けするおしごとです。

◇生活の支援に関すること◇
洗濯や掃除、調理、買い物など

◇身体の介護に関すること◇
食事、排せつ、入浴の介助、体
位交換、衣類の着脱、清拭など
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介護のことで困ったときは

市場デイサービスセンター
みんなで力を合わせて
干支ちぎり絵を完成しました。

吉野デイサービスセンター
こすもすの利用者さんが、初詣
に安楽寺に出かけた様子です。

デイサービスだより

　介護が必要になった時でも、ご家族及び地域でその人らしい豊かな生活が送れるよう、ご本人、ご家
族に寄り添い、その思いをお聞きしてサービス事業所との連絡や調整をさせていただきます。
　デイサービスやヘルパー等介護保険サービスの利用を希望される場合、ケアプランの作成が必要とな
ります。私たちケアマネージャーはそのお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談下さい。

居宅介護支援事業所より

阿波市社協　ホームヘルプ事業所　TEL 0883－36－5511
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　阿波市社協ボランティアセンターへの平成25年度ボラ
ンティア登録、また安心してボランティア活動ができるよ
う平成25年度ボランティア活動保険への加入手続きをし
ています。

ンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテティィィィィィィィィィアアアアアアアアアに ずずずずずず くくくくくくくくくくくく い。

阿波市社協ボランティアセンター
TEL 0883－36－5511
FAX 0883－36－7040

子育てサポート 環境美化 芸　　能 世代間交流

施設サポート 地域サポート 集めて送る
収集活動

例えば・・・

など

新規ボランティア募集中

ボランティアに興味ある方、まずご連絡ください。

　阿波市社協ボランティアセンターは、ボランティア、福祉などについて相談を受けたり、ボ
ランティアの養成をしています。
　また、ボランティアする側と受け入れ側のパイプ役として、ボランティアコーディネーターが
皆さまからの相談をお受けします。

阿波市社協ボランティアセンターです。
ボランティアしませんか！

講座のお知らせ

防災
講座
防災
講座

親子で楽しめる体験型避難訓練「いざという時に自分の身を守ることが、家族を守る」
　開催日　　平成25年5月12日　日曜日　　10：00～12：00
　会　場　　市場総合福祉センター　2階
　講　師　　非営利活動法人　ホワイトベース　とくしま
　定　員　　20組限定（先着順）
　参加料　　無料
　主催　阿波市社協ボランティアセンター

子どもと関わるための「教育支援人材育成」
　開催日　　平成25年6月30日　日曜日　　9：30～15：30
　会　場　　市場総合福祉センター　2階
　講　師　　鳴門教育大学　講師
　対　象　　一般社会人
　定　員　　30名（定員に達し次第、締め切ります。）
　受講料　　2,000円
　共催　阿波市社会福祉協議会　石井町社会福祉協議会　藍住町社会福祉協議会　鳴門教育大学

子ども
パートナー
講座

子ども
パートナー
講座
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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（４月～６月）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

６　月５　月４　月開 催 場 所相 談 種 別
４日（火）７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）１７日（金）９日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー
１８日（火）２１日（火）１６日（火）市場総合福祉センター
２４日（月）２７日（月）２２日（月）阿波健康福祉センター
２５日（火）２８日（火）２３日（火）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１７日（月）２０日（月）１５日（月）土 成 保 健 セ ン タ ー
１０日（月）１３日（月）８日（月）市場総合福祉センター
１８日（火）２１日（火）１６日（火）阿波健康福祉センター
合同相談日

市場町総合福祉センター
日程未定

１０：００～１３：００

９日（木）合同相談日
土成保健センター
１８日（木）

１０：００～１３：００

土 成 保 健 セ ン タ ー
結婚相談

１３：３０～１６：００ １６日（木）市場総合福祉センター
２４日（金）阿波健康福祉センター

５月３１日（金）２３日（木）－吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

５月３１日（金）－１８日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
５月３１日（金）９日（木）－市場総合福祉センター
５月３１日（金）－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

－１０日（金）－土 成 保 健 セ ン タ ー
１３日（木）１６日（木）１８日（木）市場総合福祉センター
２８日（金）１７日（金）１９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

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

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

阿波市社会福祉協議会
善意銀行

ありがとうございました。
社団法人　阿波麻植法人会　様

～ご寄付をいただきました～●　4月10日（水）　●　5月8日（水）　●　6月12日（水）

●　4月10日（水）　●　5月8日（水）　●　6月12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
●●●ありがとうございました●●●

平成24年度　社協賛助会費
ご協力いただきました。

前　田　印　刷　様
ヤマト自動車　様●●●● 4月月10日（（水） ●●●●● 5月88日

成年後見制度相談会

（相続手続き・遺言書作成
の相談も受け付けます。）

成年後見制度相談会


