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あわ市社協だよりあわ市社協だよりあわ だより
　平成26年 7 月19日（土）、吉野地域福祉センターにて
「ラヂオ体操と昭和の朝食会」が開催されました。
　子どもから大人まで約500人が参加し、ラヂオ体操の
後に麦飯やすいとん汁など昔懐かしい昭和の朝ごはん
を楽しみました。また、スイカ割りや人形劇などのイ
ベントも行われ、世代を超えた交流ができました。
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　高齢者の生きがいづくりをサポートする「交流サロン」が 5ヵ所
発足しました。
　高齢者の引きこもりや孤立化の防止効果も見込まれ、設立支援に
取り組んでいます。
　サロンは、住民ボランティアが地元の集会場や公民館を利用して
運営しており、体操やゲーム、各種講座など独自のプログラムを催
し、高齢者の交流の場となっています。

高齢者
交流サロン発足

高齢者
交流サロン発足

高齢者
交流サロン発足
一条あじさいサロン一条あ いサロンあじさいサ一条あじさいサロン一条あじさいサロン

【開催日】　毎月第１・第３火曜日
【場　所】　一条農村改善センター
　　　　　（ＪＡ一条支所　北側）

宮川内サロン宮川内サロン宮川内サロン宮川内サロン宮川内サロン

【開催日】　毎月第３木曜日
【場　所】　宮川内集会場

浦池サロン浦池サロン浦池サロン浦池サロン浦池サロン

【開催日】　毎月第２・第４金曜日
【場　所】　浦池集会場

北部さわやかサロン北部さわやかサロンさわやかサ北部さわやかサロン北部さわやかサロン

【開催日】　毎月２回（日程は調整中）
【場　所】　北部センター
　　　　　（北部実行組会堂）

しょう

笑 
がっ

楽 
こう

幸 やわた
しょう

笑
しょしょ がっがっ

楽楽
こう

幸 わたやわ
しょう

笑 
がっ

楽 
こう

幸 やわた
しょう

笑 
がっ

楽 
こう

幸 やわた

【開催日】　毎月２回（日程は調整中）
【場　所】　八幡公民館

　小地域で寄り合いの場と
なるサロンを住民の協力を
得て、各地域での開催を予
定しております。
　詳しくは阿波市社会福祉
協議会各支所までお問い合
わせください。
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　7 月26日（土）に八幡児童館にて阿波市児童館合同デイキャ
ンプが開催されました。
　53名の児童が参加し、市場地区民生児童委員さんの協力のも
と、カレー作りやブーメラン作り、うちわ作りを体験しました。
　あすたむらんど徳島子ども科学館の方々による出張「科学実
験ショー」も開かれ、子どもたちは目の前で展開されるショー
を興味深い様子で観賞していました。また、ダンボール箱で作っ
た「空気砲」で的を狙うゲームも体験し、科学について楽しく
学ぶことができました。
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市場児童センター

大 俣 児 童 館

　平成26年 8月 8日（金）・9日（土）、市場総合福
祉センターにおいて、毎年恒例の市場デイサービス
センター夏祭りが開催されました。
　かっぱ連のみなさんによる阿波踊りでは、ぞめき
のリズムに合わせて手拍子が起き、大いに盛り上が
りました。

市場デイサービスセンター
平成26年 8月 8日（金）・9日（土）、市

市場デイサービスセンター夏
祭
り

夏
祭
り
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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、地域の皆様や企業・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。
　本年度も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

平成25年度の赤い羽根共同募金額は、

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

5,162,937

平成25年度の歳末たすけあい募金額は、

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

1,693,753

平成26年度
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

皆様のご協力をお願いいたします。
　皆様からお寄せいただいた赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金により地域福祉活
動が支えられています。今年度も、ご理解とご協力をお願いいたします。

　共同募金・歳末たすけあい募金は、事前に使い道や目標額を定めて行われる計
画募金です。そのため、皆様には「募金の目安」としてあらかじめ設定した金額
をお願いしていますが、決して強要するものではありませんのでご理解ください。

赤い羽根共同募金 5,326,800円
歳末たすけあい募金 1,620,000円

平成26年度平成26年度
目　標　額目　標　額
平成26年度
目　標　額

ぼらっ子フェスタ
ヒーローショーの様子

高齢者支援のため
季節の行事を開催

子育てサロンで
いろいろな行事を実施

阿波市社会福祉大会で講演会を
実施、福祉の向上・啓発に

◆地域福祉活動を行う団体への助成

◇心配ごと相談事業

◆阿波市社会福祉大会記念講演

◇児童青少年の健全育成とボランティア活動

◆地域交流サロンの開催

◇フェスティバルの開催

◆ひとり暮らし高齢者の方へ配食サービス

◇障がい者、高齢者の施設訪問

◆カレンダーの作成、配布

◇災害積立金

◆福祉体験・学習

募 金 の 使 い 道
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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）　※相談はすべて無料です。秘密は固く守られます。

１２　月１１　月１０　月開 催 場 所相 談 種 別

２日（火）４日（火）７日（火）吉野地域福祉センター

心配ごと相談
１３：３０～１６：００

９日（火）１１日（火）１４日（火）土 成 保 健 セ ン タ ー

１６日（火）１８日（火）２１日（火）市場総合福祉センター

２２日（月）２５日（火）２７日（月）阿波健康福祉センター

２４日（水）２５日（火）２８日（火）吉野地域福祉センター

行政相談
１３：３０～１６：００

１５日（月）１７日（月）２０日（月）土 成 保 健 セ ン タ ー

８日（月）１０日（月）１４日（火）市場総合福祉センター

１６日（火）１８日（火）２１日（火）阿波健康福祉センター

合同相談日
１８日（木）

１０：００～１３：００
開催地　市場町

１３日（木）合同相談日
２４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 ２０日（木）市場総合福祉センター

２７日（木）阿波健康福祉センター

４日（木）－２３日（木）吉野地域福祉センター

人権相談
１３：３０～１６：００

４日（木）２０日（木）－土 成 保 健 セ ン タ ー

４日（木）－９日（木）市場総合福祉センター

４日（木）　６日（木）－阿波健康福祉センター

５日（金）－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

－１４日（金）－土 成 保 健 セ ン タ ー

１８日（木）２０日（木）１６日（木）市場総合福祉センター

２６日（金）２８日（金）２４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＆相談会おしゃべり＆相談会 阿波市社会福祉協議会
善意銀行

●　10月　8　日（水）

●　11月12日（水）

●　12月10日（水）

●10月8日（水）　●11月12日（水）　●12月10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県支部主催

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
お気軽にご相談ください。

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県支部主催

成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会成年後見・相続・遺言無料相談会

支援してくださる方々からのご厚意による
寄附金や物品は、貴重な財源として活用さ
せていただいています。
今後ともよろしくお願いします。
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第10回　阿波市社会福祉大会のご案内第10回　阿波市社会福祉大会のご案内第10回　阿波市社会福祉大会のご案内

★ 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います。記念講演からの入場も可能です。）

　 　演題　「介護の一歩は思いやり ～笑うと楽しくなる」
　 　講師　フリーアナウンサー　ベジアナ　小谷あゆみ　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

《申し込み先》　
阿波市社会福祉協議会
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)
TEL ０８８３－３６－５５１１
FAX ０８８３－３６－７０４０

～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～～ 皆様お誘い合わせのうえ、是非お越しください。～

日時 平成２6年１０月２5日（土）　午前９時３０分　開会
場所 土成農業者トレーニングセンター

大会内容

市町村主権時代における地域自立生活支援のあり方を考える
～住民と行政の協働による福祉で街づくり～

講師 大橋　謙策　氏

場所 市場総合福祉センター　大会議室
（阿波市市場町興崎字北分60番地）

公益財団法人テクノエイド協会理事長・東北福祉大学大学院教授・日本社会事業大学名誉教授
　【主な著書】
　　『地域福祉の展開と福祉教育』『社会福祉入門』
　　『地域福祉の新たな展開とコミュニティソーシャルワーク』　等

日時 平成２6年１1月19日（水）
開場　13：00
開会　13：50
講演　14：00
閉会　15：40

福祉でまちづくり講演会開催のお知らせ福祉でまちづくり講演会開催のお知らせ福祉でまちづくり講演会開催のお知らせ

※参加は無料です。
　参加ご希望の方は、平成26年
11月10日(月)までに下記ま
でお申し込みください。

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

成年後見・相続・遺言無料相談会
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