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広 報広 報

あわ市社協だよりあわ市社協だよりあわ市社協だより

当日は、暖かい絶好のフェスティバル日和でした。
ステージでは、歌や踊りで盛り上がりフロアーでは、
体験コーナーも大入り満員、野外屋台コーナーも大
盛況でした。
各団体の活動を幅広く多くの阿波市民の方々に表現
できる。知ってもらう。お手伝いが、できたことを阿波
市社会福祉協議会は、感謝します。
参加団体のみなさま“ありがとう”ございました。

平成25年12月1日（日）に阿波農村環境改善センター
にて第9回阿波市ボランティアフェスティバルが、各地
区ボランティア協会や阿波市内外より20を超える参
加団体の協力により盛大に開催されました。

平成25年12月1日（日）に阿波農村環境改善センター
にて第9回阿波市ボランティアフェスティバルが、各地
区ボランティア協会や阿波市内外より20を超える参
加団体の協力により盛大に開催されました。
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実績総額 6,856,690円

赤い羽根共同募金　実績額　5,162,937円
歳末たすけあい運動　実績額 1,693,753円

　平成25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。

市場地区民生児童員さんが、老人ホームでお餅をつき
入所されている方に、つきたてのお餅を配り交流でき
ました。

阿波市手をつなぐ育成会・民生委児童員さんが、障がい
者施設を訪問して障がい者の方と交流しました。

阿波地区、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
に届けて下さいました。

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

※地区により配食サービスの内容は異なります。

赤い羽根共同募金 実績額 5 162 937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。

阿波市青少年育成センター　所長
大塚　晴之さんによる演芸、みんな
で会食して楽しい1日でした。

75歳以上の高齢者世帯
平成26年2月27日（木）
ハートプラザ住友で開催

平成25年12月18日（水）
阿北特別養護老人ホーム餅つき訪問

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
ふれあい訪問ふれあい訪問 ふれあいの集いふれあいの集い
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時　間

平成26年 5月25日日
10:00～14:00（雨天決行）
土成農業者トレーニング
センターとその周辺

ところ

阿波市社協ボランティアセンターからのお知らせ阿波市社協ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティアセンターの活動ボランティアセンターの活動ボランティアセンターの活動
○ボランティア知っとるで？（啓発運動）
　講座・イベント・相談・お知らせの情報提供事業

○ボランティアせえへんで！（募集活動）
　登録・保険・研修・福祉教育の人材育成事業

○ボランティアおもっしょいでよ!!（強化活動）
　活動・企画・運営・貸出の支援活動事業

○ボランティア頼めへんで…！（支援活動）
　困った・大変・出来たらいいなの支援活動

お問い合わせ

市場総合福祉センター内　阿波市社協ボランティアセンター
Tel.0883-36-5511　Fax.0883-36-7040
E-mail:ichiba-syakyo@abelia.ocn.ne.jp

　阿波市社協ボランティアセンターでは、ボランティア活動に対していろいろな
サポートを行っています。活動団体のイベント・行事案内や施設・物品の貸出な
どボランティア活動に関係する必要なことを提供しています。

　阿波市社協ボランティアセンターでは、ボランティア活動に対していろいろな
サポートを行っています。活動団体のイベント・行事案内や施設・物品の貸出な
どボランティア活動に関係する必要なことを提供しています。

　ぼらっ子フェスタは、
阿波市内のボランティ
アさんが、中心に企画・
運営し、地域の方々の協
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。

ステージでの出演をして
くださる、ダンス・踊り・
劇・歌・演奏の団体を募集
しています。1チーム持ち
時間は、15分～20分程度
でお願いします。

介護・福祉・防災・子育てに関する
各講座を出前で開催いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

開催決定定 平成26年度
赤い羽根共同募金配分金事業

共同募金配分金事業

平成26年度

第一期

募 集 要 項

募 集 要 項

営利を目的としない団体であること。
ボランティア活動を十分に理解していること。

ステージ
出演団体

屋内でいろいろな体験出展を募集し
ます。例えば、バルーンアート・ヨー
ヨー釣り・昔の遊び体験など各団体
の特徴を活かした出展お願いしま
す。
※材料費等の補助は、ありません。
　各団体の責任で運営をお願いいたします。

体験コーナー・
バザー出展団体

各募集締め切り　4月25日（金）まで
募集期間　4月1日～5月16日（金）まで※各募集は、締切前でも定数になり次第しめきります。

阿波市社会福祉協議会　地域福祉課　
TEL 0883-36-5511　FAX 0883-36-7040

第 期期
災害ボランティア養成講座

全1回　スケジュール
災害ボランティア養成講座

全1回　スケジュール

受付　9：30
説明　9：45

講座内容

 9 :45
10:00講義①
11:00講義②

13:00実技①

15:00閉講

開講オリエンテーション
徳島県・阿波市の危機管理体制について
災害時の支援活動紹介
災害支援ボランティアの心構え
非常食の試食
危機意識と備え
土のう・担架・ロープワーク・消火など
救急救命法
災害ボランティア登録・修了証発行

募集人数●30名募集　※人数になり次第締め切ります。
対　　象●阿波市在住または、勤務の18歳～70歳まで、
　　　　　　災害支援に関心がある方
参 加 費●500円
　　内訳　ボランティア活動保険料・天災Aプラン　460円
　　　　　事務手数料　40円

開催日

時　間

平成26年 6月15日日
10:00～15:30

市場総合福祉センター及び
その周辺

ところ

開催日年 5月25日日

赤い羽根共同募金配分金事業

ぼらっ子フェスタぼらっ子フェスタ

8組
募集

野外テントで食品を販売してくれる団体を募集します。例えば、たこ
焼き・フランクフルト・うどんなど
※食材費等の補助は、ありません。各団体の責任で運営をお願いいたします。

野外テント出店団体 8組募集

15組
募集

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

問い合わせ　

③
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デイサービスだよりデイサービスだより

市場総合福祉セン
ターで

市場デイサービス
の

クリスマス忘年会
がありました。

ボランティアさん
のコーラスや

職員の出し物で大
いに盛り上がりま

した。
施設訪問ボランティアの
市場ボランティア協会

さくら部会の方が、交替で毎日
交流してくれています。

12
20
H25

市場ボランティア協会
さくら部会の方が、交替で毎日
交流してくれています。

あわデイサービスセンターに
新しい仲間が加わりました。24時間テレビから福祉車両が

寄贈されました。

2
21

H26

3
8

H26

市場総合福祉セン
ターで

市場デイサービスの
お楽しみ会が

開催されました。

阿波病院職員・OB
で結成された

ボランティアチーム
の演芸で

楽しく過ごすことが
できました。

楽しく過ごすことが
できました。

寄贈されました。

④
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平成26年2月24日（月）

午前9時よりミニ学習会

を開催しました。今回は、

育児相談でおなじみの寒川

伊佐男先生が、育児についてわか

りやすく講演いただきました。 また、

市場ボランティア協会のみなさんが、バルーン

アートで会場を盛り上げてくれました。

個室では、きりん発達相談所の椎野広久先生によ

る個別相談も開かれました。

平成26年3月3日（月）午前9時よりひな祭り会を開催し

ました。季節の行事に会員さんも

大勢参加いただきありが

とうございました。

楽しい行事を企画して

くれています。

平成25年12月4日（水）市場デイサービスで

市場中学生のみなさんが、福祉施設1日体験

に来てくれました。

中学生のみなさんは、利用者との交流や職

業体験を一生懸命してくれました。

平

午

を

育児

子育てサロン

ぱんだ
子育てサロン

ぱんだ

福祉施設
1日体験

⑤
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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
●各種相談日程表　　　　　　　　　　　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
３日（火）７日（水）１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）８日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー
１７日（火）２０日（火）１５日（火）市場総合福祉センター
２３日（月）２６日（月）２８日（月）阿波健康福祉センター
２４日（火）２７日（火）２２日（火）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１６日（月）１９日（月）２１日（月）土 成 保 健 セ ン タ ー
９日（月）１２日（月）１４日（月）市場総合福祉センター
１７日（火）２０日（火）１５日（火）阿波健康福祉センター

合同相談　１９日（木）
１０:００～１３:００
開催地　市場町

８日（木）合同相談　２５日（金）
１０：００～１３：００
開催地　阿波町

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
２２日（木）阿波健康福祉センター

５月３０日（金）２２日（木）－吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

５月３０日（金）－１７日（木）土 成 保 健 セ ン タ ー
５月３０日（金）８日（木）－市場総合福祉センター
５月３０日（金）－３日（木）阿波健康福祉センター
６日（金）－４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
１９日（木）１５日（木）１７日（木）市場総合福祉センター
２７日（金）２３日（金）２５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＆相談会おしゃべり＆相談会

ありがとう
ございました。

～ご寄付をいただきました～

●　4月　9　日（水）
●　5月　7　日（水）
●　6月11日（水）

●　4月　9　日（水）　●　5月　7　日（水）
●　6月11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

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
お気軽にご相談ください。

● 4月月 9 日（水） ● 55月月 7 日日（水））
成年後見・相談遺言無料相談会成年後見・相談遺言無料相談会成年後見・相談遺言無料相談会

イタリアンジェラート　ドルチェ様
公益社団法人　阿波麻植法人会様
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