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吉野川市市制10周年をPR
するためのマークです。
市制10周年をうけて，今年
はさまざまな記念イベント
が開催されますので，どな
たもふるってご参加くださ
い。また，フォトコンテスト
や作品募集，パネル展など
も予定しています。

吉野川市市制
10周年PRマーク

「よっしゃ!福祉吉野川」は，
みんなの広報紙です。

ご意見をお寄せください。

■吉野川市社会福祉協議会
　〒779-3304　吉野川市川島町宮島736-1（吉野川合同庁舎2階）
　地域福祉課　TEL.0883-25-5533　福祉サービス課　TEL.0883-25-5531
　総　務　課　TEL.0883-25-5555　FAX.0883-25-5528（代表）

■鴨島支所
　〒776-0011　吉野川市鴨島町鴨島甲2-1
　TEL.0883-26-0131　FAX.0883-26-0133

■美郷支所
　〒779-3504　吉野川市美郷字毛無92-6
　TEL.0883-43-2714　FAX.0883-43-2533

■山川支所
　〒779-3401　吉野川市山川町翁喜台117
　　　　　　　　　　  （山川地域総合センター3階）
　TEL.0883-42-2089　FAX.0883-42-6888
■近久児童館
　〒779-3306　吉野川市川島町学字近久157-2
　TEL.0883-25-4985（FAX兼用）
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●災害ボランティア入門講座の報告・市内ボランティア団体の活動紹介 � 8
●第10回社会福祉大会&福祉まつり・善意銀行だより
　心配ごと相談所開設日・社協会費についてのお願い  ��������� 9

鴨島公園　水上レストラン　大小宴会場

鴨島町江川新橋　TEL 0883-24-1709

広告募集中!!
広報紙に広告を掲載しませんか?
詳しくは吉野川市社会福祉協議会
ホームページ http://www.yossya.jp/
有料広告募集の項目をご覧ください。

吉野川市社会福祉協議会 検索

この広報紙は,共同募金配分金・社協会費配分金によって発行しています。

祝
吉野川市社協
誕生10周年

災害ボランティア入門講座（8ページに記載）

文具・事務用品・OA 機器・オフィス家具

吉野川市山川町流34

防災対策（防災用品）
人体の約 60 〜 80％が水でできています
人間にとって水は最も欠かせない大事なものです
吉野川市の自然に恵まれた環境の中にあっても
いざという時のために心構えと保存水の準備を!!

徳島市中島田町4-50-1
TEL 088-633-6262
 FAX  088-633-6263

（有）山川支店（有）

《長期保存水（5年）》500㎖×18本 3,000円
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ともに支えあい，安心して暮らせる
福祉のまちづくりを目指して

社協は，地域のみなさまに支えられています

理　事（15名）

第三者委員
福祉サービスに対する苦情解決等を図る。

事務局（総務課・地域福祉課・福祉サービス課）
●本　　所：吉野川合同庁舎2階
●鴨島支所：鴨島老人福祉センター別館
●山川支所：山川地域総合センター3階
●美郷支所：美郷老人福祉センター
●近久児童館

監　事（3名） 評議員（40名）

平成26年度一般会計　収入支出予算

平成26年度善意銀行特別会計 収入支出予算　　           　　 849,000円

基本方針（要旨）

社協会費

補助金・委託金

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の配分金

寄附金・善意銀行預託金

組　　織

　本会の活動理念の実現に向けて，地区
社協や関係団体と連携し，地域住民同士
による支えあい・助けあいといった支援
体制づくりを進めるとともに，ニーズに
対応した質の高い福祉サービスの提供に
努めます。

　本会の趣旨や事業活動に賛同していただき，お
願いしている社協会費は，安定した組織・事業運
営を行うための基本となる収入となっています。

普通会費 1口    500円　賛助会費 1口 3,000円
団体会費 1口 3,000円　

　公共性と公益性の高い団体であるという性格
から，吉野川市からの運営補助金や県社協等関
係団体からの委託金を受けています。

　みなさまの善意で集められる共同募金の配分
金を徳島県共同募金会から受けています。
●赤い羽根共同募金
　募集期間：10月1日〜12月31日
●歳末たすけあい募金
　募集期間：12月1日〜12月31日

　支援してくださる方々からのご厚意による寄
附金や善意銀行預託金は，貴重な財源として活
用させていただいています。

　運営に当たる役員は，社会福祉や教育
などの関連分野の関係者や，地域の各団
体・機関によって構成されています。民間
組織としての自主性と，地域住民や関係
者に支えられた公共性という，２つの特
徴を併せ持っています。

委員会 地域運営協議会
・鴨島地域運営委員会
・川島地域運営委員会
・山川地域運営委員会
・美郷地域運営委員会

地区社会福祉協議会
・牛島地区社会福祉協議会
・森山地区社会福祉協議会
・飯尾敷地地区社会福祉協議会
・西麻植地区社会福祉協議会
・鴨島地区社会福祉協議会
・知恵島地区社会福祉協議会
・川島地区社会福祉協議会
・学島地区社会福祉協議会
・山崎地区社会福祉協議会
・瀬詰地区社会福祉協議会
・川田東地区社会福祉協議会
・川田中地区社会福祉協議会
・川田西地区社会福祉協議会
・美郷地区社会福祉協議会

支　出
189,479,000円

収　入
189,479,000円

市補助金
95,865,000円
(50.6%)

県・県社協委託金
3,935,000(2.1%)

市委託金
25,662,000円
(13.5%)

負担金
2,059,000円
(1.1%)

介護保険
35,163,000円
(18.6%)

法人運営事業
86,130,000円
(45.5%)

地域福祉事業合計
25,743,000円
(13.5%)

介護事業合計
61,017,000円
(32.2%)

指定管理事業合計
16,589,000円
(8.8%)

共同募金配分金
8,611,000円(4.5%)

社会福祉基金預金取崩
3,515,000円(1.9%)

財政調整基金預金取崩
7,000,000円(3.7%)

会費
5,650,000円
(3.0%)

寄附金
    1,000円(0.0%)
県社協助成金
  33,000円(0.0%)

利用料
 174,000円(0.1%)
支援費
1,740,000円(0.9%)

事業収入（広告収入）
  39,000円(0.0%)
雑収入
  30,000円(0.0%)

受取利息配当金
   2,000円(0.0%)

ボランティアセンター事業
   731,000円(0.4%)
心配ごと相談事業
   843,000円(0.4%)
小地域福祉事業
6,893,000円(3.6%)
地域福祉活動計画策定事業
1,000,000円(0.5%)

日常生活自立支援事業
3,777,000円(2.0%)
生活福祉資金貸付事業
   446,000円(0.2%)
団体事務育成事業
2,765,000円(1.5%)
福祉バス運営事業
1,982,000円(1.0%)

社会福祉大会開催事業
1,000,000円(0.5%)
広報活動推進事業
1,046,000円(0.6%)
シルバー大学校設置
管理運営受託事業
1,323,000円(0.7%)

障がい者移動支援事業
2,919,000円(1.5%)
障がい者社会参加促進事業
   733,000円(0.4%)
児童福祉事業
   285,000円(0.2%)

介護事業
57,697,000円(30.5%)
高齢者生きがいと
健康づくり推進事業
1,940,000円(1.0%)
美郷在宅介護
支援センター事業
1,380,000円(0.7%)

老人福祉センター
指定管理事業
2,209,000円(1.2%)
近久児童館運営事業
14,380,000円(7.6%)

心配ごと相談所運営委員会
広報編集委員会
善意銀行小口貸付金等調査委員会
生活福祉資金貸付調査運営委員会

福祉バス運営委員会
情報公開審査会
公金管理委員会

活動理念財　源
　社会福祉協議会は，地域福祉の推進を図ることを目的とする民間の自主的な福
祉団体です。そして，その主体は地域のみなさまです。みなさまからお寄せいただ
く会費や寄附金は，社会福祉協議会の行う地域福祉事業の大きな支えとなります。
　「ともに支えあい，安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向け，ご協力を
よろしくお願いいたします。

吉野川市社会福祉協議会の組織
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本年度の地域福祉事業

介護福祉サービス事業

★ボランティアセンター事業
　ボランティアコーディネート事業を中心に，ボランティア活動の
育成援助，情報提供，学習の場の提供等の事業を展開します。
●吉野川市ボランティアセンターの開設
●ボランティア活動に関する相談・登録・斡旋
●サマーチャレンジボランティア体験の実施
●福祉教育講師派遣事業
●災害ボランティア講座の実施
●パソコン教室の開催
●災害時対応マニュアルの検証
●吉野川市ボランティア連絡協議会事務局

★心配ごと相談事業
　悩みごとや困りごとなどの相談窓口を設置し，適切な専門
機関への紹介や，問題解決のための助言，援助を行います。
●一般相談，行政相談，法律相談
●結婚相談・婚活支援イベントの開催

★小地域福祉事業
　高齢者，障がい者，児童等の要援護者が地域で安心して暮ら
せるよう，支援を必要とする方のニーズを把握し，地域住民の
手によって支えあい，地域で見守るネットワークを構築し，そ
の地域に即した福祉事業を行います。
●小地域福祉ネットワークづくりの推進
●地区社協活動の支援
●地区社協役員研修事業

★地域福祉活動計画策定事業
　「地域福祉活動計画」を基本に，地域の福祉課題の解決に向
けて，住民や関係団体とともに取り組みます。また，地域の力
だけで解決されにくい課題に対しては，社協が持つ公益性や
ネットワークを最大限に活かし，計画を実行します。

★日常生活自立支援事業
　判断能力が充分でない高齢者や知的障がい，精神障がい等
のある方が，安心して日常生活が送れるよう，金銭管理等の支
援をします。

★生活福祉資金貸付事業
　低所得者世帯，障がい者世帯，高齢者世帯等に対し，資金貸付け
と相談・支援を行い，世帯の経済的自立や，生活意欲の助長促進を
図ります。

★団体事務育成事業
　福祉関係団体の事務や，活動支援を行います。
●各地区民生委員児童委員協議会事務局
●吉野川市老人クラブ連合会事務局
●吉野川市身体障害者連合会事務局
●吉野川市手をつなぐ育成会事務局

★福祉バス運営事業
　福祉団体等が，研修会へ参加する場合等に，福祉バスの貸出
しを行います。（利用には登録が必要です。）

★社会福祉大会開催事業
　社会福祉の発展に功績のあった方々を顕彰する式典と，屋
外でのイベントを同時開催します。

★広報活動推進事業
　社協の役割や活動を市民のみなさまに周知するため，情報
の提供を行います。
●広報紙「よっしゃ！福祉吉野川」の発行（年４回）
●ホームページの運営 （ http://www.yossya.jp/ ）

★シルバー大学校吉野川校の運営
　60歳以上の方を対象にシルバー大学校を運営します。専門
的な講座での知識の向上や，仲間づくりを促進します。

★障がい者移動支援事業
　在宅の重度障がい者の方が，通院や公的機関へ外出するた
めの移動手段として，リフトカーによる支援を行います。（利
用には登録が必要です。）

★障がい者社会参加促進事業
　講習会やレクリエーションをとおして，障がい者の自立と
社会参加を促します。
●障がい者レクリエーション教室の開催
●声の広報発行事業(録音テープの貸出し)

★児童福祉事業
　夏休みと冬休みの長期休業中に，子どもだけで過ごす環境
にいる小学生を対象に，異学年との交流をとおした体験や学
習機会の提供を目的に，キッズカレッジを開催します。
●キッズカレッジ

★老人福祉センターの指定管理事業
　吉野川市から指定を受け，老人福祉センターの管理業務を
行います。
●鴨島老人福祉センター別館
●山川老人福祉センター
●美郷老人福祉センター（ふれあい交流の家）

★近久児童館の運営
　健全な遊びや体験活動をとおして，子どもたちの健やかな
育成を図ることを目的に，吉野川市より指定を受けて児童館
の管理運営を行います。

★善意銀行
　寄附金や物品（介護機器等）をお預かりし，市内の支援を必要
とされている方々に活用していただくことを目的に，善意銀行
を運営しています。預託金は災害見舞金や困窮世帯への貸付金
として活用されます。また，車いすやベッドなどの福祉用具を，
無料で貸出します。

★共同募金推進・配分事業
　徳島県共同募金会吉野川市共同募金委員会として募金及び
配分についての適切な計画を立て，みなさまの理解と協力を
得ながら，募金活動を推進します。
　また，地域福祉推進を目的とした事業の財源として，有効活
用します。
●赤い羽根共同募金（10/1～12/31）
●歳末たすけあい募金（12/1～12/31）
●ハートフルベンダー（募金ｼｽﾃﾑ内蔵自動販売機）の設置

★介護保険事業
●居宅介護支援事業

（ケアプランの作成等）
●訪問介護事業

（ホームヘルプサービスの提供）
●通所介護事業

（デイサービスの提供）
●訪問入浴介護事業

（訪問入浴サービスの提供）
●要介護認定訪問調査

（認定調査員による訪問調査）

★指定居宅介護事業
●居宅介護事業（障がい者の方へのホームヘルプサービス）
●重度訪問介護（重度肢体不自由者の方へのホームヘルプサ
ービスの提供）
●行動援護事業（知的障がい者，精神障がい者の方への行動
援護，外出支援サービス）

★地域生活支援事業（移動支援事業）
　屋外での移動に困難がある障がい者（児）に，外出時の移動
を支援します。

★介護予防・地域支え合い事業
●軽度生活援助事業
　おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者や高齢者世帯に訪
問介護等のサービスを提供します。

●高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
　健康づくりや食生活に視点をおき，専門講師等による講習
会や健康体操を行います。地域ぐるみで高齢者の生きがいと
社会参加を促進しながら，明るい長寿社会づくりを推進しま
す。

★二次予防事業（通所型介護予防事業）
　二次予防事業の利用条件に該当した方を対象としたデイサ
ービス事業を実施し，介護予防に取り組みます。

★美郷在宅介護支援センター事業
　高齢者の在宅介護に関する相談に応じ，関係機関やサービ
スの提供者との連絡調整を行う公的な相談・支援機関として，
事業を実施します。

★家族介護教室への協力
　家族介護教室の開催について協力し，場所の提供等を行い
ます。

　介護を必要とする世帯を支援し，在宅福祉の充実を図ります。また要支援と認定された高齢者が要介護状態に
なることを予防し，自立した日常生活を営むことができるようにするための介護予防サービスを提供します。

サマーチャレンジボランティアワーク
災害時用段ボールトイレ作り

美郷デイサービスセンター

福祉教育
アイマスク体験

街頭募金の様子（毎年 10 月の第１土曜日に実施）

英語で遊ぼう デコレーションカレー作り

ハロウィンパーティ もちつき

美　郷
鴨　島

社会福祉大会 福祉まつり

　多様化する福祉ニーズに対応するため，地域住民や地域福祉に関わる団体などが実践する具
体的な活動内容を踏まえた吉野川市地域福祉活動計画を策定し，先般，自治会回覧を通じて計画
のダイジェスト版を配布いたしました。
　今後は本計画の実現に向け，市民のみなさまと地域福祉に関わるあらゆる団体と連携しなが
ら地域福祉活動を進めてまいりますので，ご協力とご参加をお願い申しあげます。

ついに完成! 吉野川市地域福祉活動計画
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平成25年度　共同募金運動報告

みんなで支えあう あったかい地域づくり　歳末たすけあい運動報告地域の福祉，みんなで参加　赤い羽根共同募金報告

歳末たすけあい募金配分先団体の活動紹介

歳末たすけあい募金公募事業の報告

　昨年10月1日から12月31日まで，全国一斉に共同募金運動が行われ，吉野川市においても
市民のみなさまから多くの善意をいただきました。心よりお礼申しあげます。
　平成25年度の赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい運動の実績は，次のとおりです。

平成25年度 歳末たすけあい運動実績額 3,600,000円

●地域福祉事業配分 1,013,000円
　・65歳以上の在宅ひとり暮らしの方に，
　  社協オリジナルカレンダー（1,800部）を配布
　・歳末公募事業（1団体）を実施
　・生活困窮者のための非常食を購入
●個別配分（児童・障がい者・高齢者） 735,000円
●作業所・福祉団体・地区社協への配分（詳細は次のとおりです） 1,852,000円

平成25年度 赤い羽根共同募金実績額 7,638,523円

内訳　●戸別募金（各世帯からの募金） 4,605,650円
　　　●街頭募金（量販店等での募金） 209,257円
　　　●法人募金（企業･商店等からの募金） 2,029,500円
　　　●職域募金（各種職場の職員からの募金） 718,587円
　　　●学校募金（学校で児童生徒が行った募金） 11,374円
　　　●ハートフルベンダー（募金付自動販売機）  62,486円
　　　●その他（上記以外の募金･預金利息等）  1,669円

団　体　名 事　業　内　容 実　施　日 実施場所 対　象　者
ＮＰＯ法人アトリエひまわり ボウリング大会　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 1月 6日 ぽっぷジョイ石井 施設通所者と保護者
ＮＰＯ法人巣立 クリスマス会 平成25年12月13日 NPO 法人巣立 施設通所者

（株）あおぎワークホーム ふれあい交流会 平成25年12月27日 土柱ランド新温泉 施設利用者
吉野川市身体障害者連合会 グラウンドゴルフ大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 3月23日 吉野川市総合グラウンド 会員
吉野川市手をつなぐ育成会 ふれあい事業（日帰り遠足） 平成26年 3月 9日 海遊館・江崎グリコ ( 株 )・お菓子の公園グリコピア神戸 会員
吉野川市母子寡婦福祉連合会 ちぎり絵教室とクリスマス会 平成25年12月23日 山川公民館 会員
鴨島地区民生委員児童委員協議会 施設訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年 3月17日 徳島児童ホーム 施設入所児
川島地区民生委員児童委員協議会 施設訪問 平成26年 1月17日 養護老人ホーム羽ノ浦荘 施設入所者

山川地区民生委員児童委員協議会 施設訪問 平成26年 1月16日 特別養護老人ホーム美山苑
高齢者住宅アザレア・デイサービスつつじ 施設入所者

美郷地区民生委員児童委員協議会 ひとり暮らし高齢者と後期高齢者世帯への配食サービス 平成25年12月18日 美郷全地区 高齢者世帯・ひとり暮らし高齢者
吉野川市婦人団体連合会 川島婦人会子育て支援「冬休みクリスマス会」 平成25年12月24日 川島公民館 学童保育の児童・春秋会員・婦人会員
吉野川市鴨島町ボランティア連絡協議会 施設の新年食事会において福袋贈呈 平成26年 1月 2日 特別養護老人ホーム菊美荘 施設入所者

川島町ボランティア協議会
防災ずきん作りとひとり暮らし高齢者への贈呈
ひとり暮らし高齢者との会食会
学駅周辺の清掃と花壇作り

 平成25年12月13日
 平成25年12月26日
 平成26年 1月 

城山老人福祉センター
近久老人ルーム
学駅

会員（文化伝承グループ）
会員・ひとり暮らし高齢者
会員（さわやかグループ）

山川町ボランティア協議会 施設訪問（クリスマス慰問） 平成25年12月16日 養護老人ホーム芳越荘 施設入所者
美郷ボランティア協議会 高齢者の安否確認と弁当等のプレゼント 平成25年12月18日 美郷老人福祉センター ひとり暮らし高齢者・後期高齢者世帯等

さわやかボランティアグループ お年寄りとのふれあい交流会 平成25年12月17日 
平成26年 1月21日

健祥会ヴィラ
菊美荘デイサービス

各施設のデイサービス利用
者と入所者

心身障害児父母の会「ふたば会」 研修会：成年後見制度について　講師：多田令修・伊月　学 平成26年 1月22日 吉野川保健所 肢体不自由児者父母の会連合会員・福祉関係者
休日サポート「ビバ！ノンノ」 ボウリング大会 平成26年 3月16日 ぽっぷジョイ石井 在宅知的障害者と支援者

牛島地区社会福祉協議会 歳末もちつき（ひとり暮らし高齢者にもちを配布）
クリスマス会（ひとり暮らし高齢者と上浦学童クラブとの交流会）

平成25年12月 3日 
平成25年12月24日

牛島公民館
上浦公民館

ひとり暮らし高齢者
上浦学童クラブ

森山地区社会福祉協議会 幼・ちゃいるどクリスマス会
森山地区文化祭に協力

平成25年12月11・19日
平成26年 2月23日 森山地区公民館 ひとり暮らし高齢者 

森山幼稚園児

飯尾敷地地区社会福祉協議会 配食サービス（ひとり暮らし高齢者へお茶を配布）
ふれあい食事会と交流会

平成25年12月5～30日 
平成26年 2月21日 飯尾敷地地区内 ひとり暮らし高齢者 

呉郷保育所児
鴨島地区社会福祉協議会 配食サービス（70 歳以上のひとり暮らし高齢者へお茶を配布） 平成25年12月25～31日 鴨島地区内 70 歳以上のひとり暮らし高齢者

西麻植地区社会福祉協議会 クリスマス会（鴨島西保育所園児を招いて）
ふれあい食事会（西麻植幼稚園児を招いて）

平成25年12月19日 
平成26年 2月28日 西麻植会館 ひとり暮らし高齢者・障害者・

西保育所児・西麻植幼稚園児
知恵島地区社会福祉協議会 交流クリスマス会 平成25年12月23日 知恵島公民館 ひとり暮らし高齢者・知恵島幼児園児

川島地区社会福祉協議会 ふれあいいきいきサロン食事会 (10 サロン）
クリスマスプレゼント配布（川島東保育所）

随　　時 
平成25年12月14日

川島地区内
川島東保育所

各サロン参加者 10 ケ所
川島東保育所園児　　

学島地区社会福祉協議会

ふれあいいきいきサロン食事会（三ツ島・どんぐり・さくら）
クリスマスプレゼント配布（川島西保育所）
　　　　　　　　　　　　 （川島乳児保育所）
　　　　　　　　　　　　 （学島学童クラブ）
堤防の花壇整備

平成25年12月 5日 
平成25年12月 7日
平成25年12月13日 
平成25年12月25日
平成25年12月10日

各サロン会場
川島西保育所
川島乳児保育所
学島学童クラブ
川島町児島　堤防下の花壇

各サロン参加者
川島西保育所児
川島乳児保育所児
学童保育の児童
各地区の役員等

山崎地区社会福祉協議会 世代間交流クリスマス会＆餅つき大会 平成25年12月 7日 元木会館 ひとり暮らし高齢者・後期高齢者世
帯・山崎地区小学生・保護者

瀬詰地区社会福祉協議会
入浴剤，ディスポカイロの配布
交流給食会
瀬詰八幡神社へベンチを寄贈

平成25年12月20～26日 
平成26年 2月14日
 平成26年 3月末

瀬詰地区内
山瀬公民館
瀬詰八幡神社

ひとり暮らし高齢者

川田東地区社会福祉協議会 カイロ，みかん，ゴミ袋の配布 平成25年12月20・21日 川田東地区 ひとり暮らし高齢者

川田中地区社会福祉協議会 くつした・お菓子詰め合わせ配布 平成25年12月19～24日 川田中地区 ひとり暮らし高齢者

川田西地区社会福祉協議会 防寒セット〔くつした・マスク・カイロ・手袋（男）・帽子（男）・ひざ掛け（女）・
ネックウォーマー（女）〕・お茶・菓子詰め合わせ配布（ひとり暮らし世帯）　 平成25年12月24日 川田西地区 ひとり暮らし高齢者

美郷地区社会福祉協議会 歳末プレゼント配布（洗顔セット一式） 平成25年12月24・25日 美郷地区 ひとり暮らし高齢者　　　　　　　　

　吉野川市内でボランティア活動をしている団体に対し，募金を有効活用し地域福祉活動の活性化を図ることを目
的に実施しました。助成金を受けた1団体から報告書が提出されましたので，「ありがとうメッセージ」を紹介します。

　平成25年12月で，結成して10年になります。その記念として，会員，家族及びサ
ポーターが協力して，ケーキを手作りました。その後，食事をしながら，参加者全員
でビンゴゲームをし，充実した楽しい時間を過ごすことができました。
　会員の家族の方から「ここに来たら，ホッとする」と話され，その一言を励みに，
今後もこの活動を続けていきたいと思います。

川島町手をつなぐ育成会　お菓子作り

牛島地区社会福祉協議会　お餅の配布森山地区社会福祉協議会　クリスマス会

川田中地区社会福祉協議会　プレゼント配布
　川田中地区の民生委員が担当
区域内のひとり暮らし高齢者を
対象に，くつしたやお菓子をプレ
ゼントしました。高齢者の方から

「ありがとうございます。毎年く
つしたがもらえてうれしいです」
とのお言葉をいただきました。
毎年待ってくれている方もいる
うえ，みなさんに喜ばれているこ
とは，何よりだと思いました。

山川町ボランティア協議会　施設訪問
　養護老人ホーム「芳越荘」の
入所者の方へ，日ごろ練習した
オカリナや日本舞踊，銭太鼓等
を披露いたしました。また，サ
ンタクロース姿でプレゼント
をお渡しすると，笑顔で最後ま
で喜んでくださり，「長生きで
きました。次回もぜひ来てくだ
さい」とのお言葉をいただきま
した。

　牛島地区のひとり暮らし高
齢者の方へ，杵つき餅を配布し
ました。毎年，地区社協の役員，
ネットワーク推進員が力を合
わせて作るお餅は，歳末の心温
まるプレゼントとして，大変喜
ばれています。ひとり暮らし高
齢者のみなさんの笑顔が，私た
ちの励みにもなっています。

　森山地区のひとり暮らし高
齢者と森山幼稚園児との交流
クリスマス会を開きました。子
どもたちからお遊戯やプレゼ
ントをもらったり，肩たたきを
してもらいました。笑いが絶え
ない一時を過ごし，参加者から
も「楽しかった」との声が聞か
れました。

キッズ防災体験教室の報告
　平成26年3月15日（土），吉野川市城山老人福祉センターで，吉野川市内
の小学生を対象にキッズ防災教室を開催し，18名の参加がありました。
　防災かるたや避難ゲームをとおして災害について学び，長期保存でき
るインスタントラーメンなどの非常食を試食しま
した。その後，徳島県立防災センターへ移動し，地震
体験，消火体験，煙体験等をしました。
　参加者にとって今回の教室は，防災について考え
るきっかけづくりとなりました。 避難ゲームに挑戦 !!
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　吉野川市社会福祉協議会（社協）は，住民が主体となる福祉のまちづくりを推進し，よりよい地域づくりに
努め，さまざまな地域福祉事業を行っています。
　社協が，地域福祉活動を行ううえで重要な財源は，地域住民のみなさまから納めていただく会費です。 
趣旨をご理解のうえ，格別のご協力をいただきますようお願いします。

平成26年度社協会費について ご協力お願いします

平成25年度にご協力いただいた社協会費は，5,790,450円でした。
多くの市民のみなさまからご協力いただきありがとうございました。

普通会費 1 口   500 円 〜 本会の目的に賛同いただける世帯に自治会等を通じて，お願いをしています。

賛助会費 1 口 3,000 円 〜 本会の目的に賛同いただける個人にお願いをしています。

団体会費 1 口 3,000 円 〜 本会の目的に賛同いただける団体にお願いをしています。

※ 社協は，社会福祉法で地域福祉を推進する団体として位置づけられています。会費の納入については，7 月 9 日から自治会等を通じて，
みなさまにご協力をお願いさせていただきます。

平成25年度
実　績 普通会費 4,715,450円　賛助会費 958,000円　団体会費 117,000円

ボランティアセンター通信

市内ボランティア団体の活動紹介

　3月25日（火）,吉野川市城山老人福祉センターで,災害ボランティア入
門講座を開催しました。19名の参加者が,災害ボランティアについての必
要な知識や実技を学びました。
　はじめに,日本防災士会徳島県支部のみなさんから,地震・津波・風水害
についてお話しをいただき,災害が起こった時の被害予測や防災対策につ
いて学びました。次に,昼食を兼ねて赤十字炊き出しサポーターのみなさ
んの指導のもと,災害用移動炊飯器で炊き出し訓練を行いました。
　午後からは,災害時に役立つ技術として,ロープワークの実技指導を日
赤徳島県支部の講師よりご指導いただき,参加者はロープのさまざまな結
び方を,真剣に学びました。
　その後,とくしまボランティア推進センター主事の講義があり,災害ボ
ランティア活動についての注意点,徳島県の活動支援等の取り組みを説明
していただきました。
　今年度も吉野川市ボランティアセンターでは,災害ボランティアの研
修・講座を計画しておりますので,興味がある方は是非ご参加ください。 ロープワークを熱心に習う

みんなで学ぼう!

災害ボランティア
入門講座

■活動内容
　市内在住の視覚障がい者を対象とし，市発行の「広報
よしのがわ」や，新聞からの抜粋記事等の音訳テープ製
作。民話等の点訳。テープ利用者との親睦遠足。子ども達
への絵本の読み聞かせ。

■活動日
毎月1回（広報テープ製作），年1回（親睦遠足）
随時（絵本の読み聞かせ）

■活動場所
吉野川市社協鴨島支所，吉野川市鴨島南児童館，会員宅，
その他

■グループからのメッセージ
　昨春，活動30周年の記念会を開きました。テープ利用
者の方々とともに余興を楽しみ，大いに盛り上がりまし
た。私たちの活動は，地味で根気の要る作業ではありま
すが，このような利用者と会員との交流をとおして，生
きる喜びや充実感をいただいています。
　近年，情報の提供方法もテープからCDに移行しつつ
あり，新しい技術の習得に日々励んでいます。阿波の民
話の点字本，個人的な音訳や点訳等のご要望があれば，
ご連絡ください。

朗読グループ「あいうえお」

活動 30 周年記念会（テープ利用者とともに）

■活動内容
　環境美化活動，施設友愛訪問，車いす介助・整備，ガイ
ドヘルパー，書道，茶道，華道，編み物，園芸，縫い物，折り
紙，唱歌，カラオケ，傾聴，要約筆記，施設共同作業，おや
つ作り，ふれあいの旅，プルタブ等の収集

■活動日
毎週火・木・金曜日，毎月第1・第2・第3水曜日，第1・第2
日曜日，その他随時

■活動場所
菊美荘，菊美荘デイサービスセンター，やすらぎ荘，
あけわ，野菊の里，牛島駅，その他

■グループからのメッセージ
　「できることを，できるときに，できるところで」をモ
ットーに，会員200名余りでいろいろな活動をしていま
す。施設利用者の方々と編み物，折り紙，唱歌などで過ご
したり，ふれあいの旅などをとおしての障がいのある
方々との交流，その他環境美化活動をしています。 
　私たちと一緒に，自分のできることから気軽に，活動
してみませんか。きっと今までと違う世界が発見できる
と思います。皆さんの参加を心よりお待ちしています。

吉野川市鴨島町ボランティア連絡協議会

花火大会翌日，早朝 5 時 30 分から会場のごみ拾い

開催日： 平成26年10月11日（土）
場　所： 吉野川市アメニティセンター
講　師： 株式会社タニタヘルスリンク　管理栄養士
テーマ： 「タニタの社員食堂健康セミナー」
　　　　〜500kcalのまんぷく定食のコツ〜

第10回吉野川市社会福祉大会&福祉まつり合同開催

一　般　相　談
開　設　場　所 開　設　日 時　間

吉野川市社会福祉協議会鴨島支所 毎週　金曜日 午前9時〜11時30分
川島公民館 毎月　第1・第3火曜日 午後1時〜3時30分
山川地域総合センター（旧山川庁舎）3階 毎週　金曜日 午後1時30分〜4時
吉野川市社会福祉協議会美郷支所 奇数月　第3木曜日 午後1時〜3時30分

専　門　相　談（吉野川市社会福祉協議会鴨島支所）
内　容 開　設　日 時　間

行政相談 毎月　第1水曜日 午前9時〜11時30分
法律相談（※要予約） 毎月　第3水曜日 午前8時40分〜

※法律相談は予約制です。 相談時間は1人20分以内で，7人までとなっています。 相談には弁護士が対応しています。 
　相談日の一週間前までに山川支所（TEL 42-2089）へお申し込みください。

心配ごと相談所開設日　　 相談無料・秘密厳守

日常生活での悩みごとや困りごとをご相談ください。適切な専門機関を紹介したり，問題解決のための助言・援助をしたりします。

※7月から，一般相談（鴨島・川島・美郷），行政相談の時間が変更となります。

善意銀行だより
ありがとうございました!

次の方からご寄附をいただきました。
　有益に活用させていただきます。

季邦テレビ共同受信組合 様
現金預託


