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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。住民が主
体となる福祉のまちづくりを推進し，様々な地域
福祉事業に取り組みます。
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この広報紙は,共同募金と社協会費の配分金
によって発行しています。

平成28年度 社協会費募集

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し
ています。
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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

■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）

文具・事務用品・OA 機器・オフィス家具

吉野川市山川町流34

防災と減災〈金 庫〉
あなたの大切なものを守ります
　　性能で選び サイズで選び
　　　　使い易い錠前のタイプを選べます

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

（有）山川支店（有）

社協は地域のみなさまに
　　　　　　支えられています。

ご協力お願いします。

ビル総合管理／消防・防災設備施工販売／貯水槽清掃／害虫駆除

阿部商事株式会社
e-mail:abe-s-kk@titan.ocn.ne.jp 〒779-3302

徳島県吉野川市川島町山田字中須賀98
Tel.0883-25-2660
Fax.0883-25-4988

ISO 9001:2000
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基本方針社協の事業
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　超少子高齢化や核家族化が急速に進行し，人口の減少のみならず年齢構成のひずみも生じています。地
域社会における近隣の住民同士の希薄化が進み，介護や子育てへの不安，孤立死，虐待など様々な社会問題
が表面化しており，「特定の人の福祉」から「誰もが必要とする福祉」への転換が必要となります。
　このような状況の中，これからの福祉においては，行政はもとより，地域社会を構成する住民一人ひとり
が，年齢や性別，障がいの有無にかかわらず，全ての人が尊厳を持ち，それぞれの役割を果たしながら地域
社会を築いていくことが求められています。
　こうした背景をもとに，本会は，社協本来の使命である「地域福祉の推進」の原点にかえり，「誰もが住み
なれた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向け，地域のつながりの再構築を目指します。

★ボランティアセンター
・�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

・�福祉教育への講師派遣
・�災害時対応マニュアルの整備
・�災害ボランティア講座の実施
・�パソコン教室の開催
・�吉野川市ボランティア連絡協議会事務局

★心配ごと相談
・�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
・�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
・�地域福祉活動計画の推進

★日常生活自立支援事業
★生活福祉資金貸付事業
★社会福祉大会・福祉まつりの開催

★広報活動
・�広報紙「よっしゃ！福祉吉野川」の発行
・�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

★障がい者移動支援事業
★障がい者社会参加促進事業
・�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
★児童福祉
★団体事務
・�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
★福祉バスの運営
★老人福祉センターの指定管理事業
・�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）
★善意銀行
★近久児童館の運営
★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）
★指定居宅介護等事業
・�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）
・�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）
★介護予防・地域支え合い事業
・�軽度生活援助事業
・�高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
★美郷在宅介護支援センター事業
★家族介護教室への協力

理　事（15名） 監　事（3名） 評議員（40名）

・�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

組　織

委員会

●総務課
●地域福祉課
●福祉サービス課

事務局

・�学島
・�山崎
・�瀬詰
・�川田東
・�川田中
・�川田西
・�美郷

地区社会福祉協議会（14団体）

・�牛島
・�森山
・�飯尾敷地
・�西麻植
・�鴨島
・�知恵島
・�川島

福祉サービスに対する苦情
解決等を図る。

第三者委員

（収　入）183,805,000円 （支　出）183,805,000円
会費 5,650,000
寄附金 393,000
補助金・助成金・共同募金配分金 98,733,000
受託金 26,187,000
償還金 500,000
事業収入（参加費・広告収入） 1,814,000
介護保険事業 35,452,000
障がい福祉サービス事業 480,000
基金積立資産取崩 14,583,000
受取利息 9,000
雑収入 4,000

介護事業 44,178,000
在宅介護支援センター事業 1,380,000
老人福祉センター事業 3,042,000
児童館運営事業 14,862,000
善意銀行事業 900,000

予　算

ボランティアセンター・心配ごと相談・小地域福祉
日常生活自立支援・生活福祉資金貸付
福祉バス運営・シルバー大学・障がい者移動支援
障がい者社会参加促進・児童福祉
高齢者生きがいと健康づくり推進

法人事業 119,443,000

シルバー大学「園芸講座」

サマーチャレンジボランティア
「非常食体験」

大型紙芝居

単位：円 単位：円
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　毎年，近久児童館保護者会では，地域における子どもの事故防止を目的と
して，手作りのグッズを吉野川市安全協会へ寄贈しています。
　今年は，米袋を再利用したエコバッグを300個作製し，２月24日に新居
礼美会長よりお渡ししました。少子化が進む中，次代を担う子どもたちのか
けがえのない命を事故から守るための啓発になれば幸いです。

～近久児童館だより～

平成27年度　歳末たすけあい運動の報告
歳末たすけあい運動でみなさまから寄せられた善意の配分を受けた福祉団体の活動をご報告します。

団　体　名 配分使途内容 　実　施　日 実施場所 対　象　者
ＮＰＯ法人アトリエひまわり ボウリング大会と会食 平成28年 1月 5日 ぽっぷジョイ石井・道頓堀 施設通所者と保護者
ＮＰＯ法人巣立 クリスマス会 平成27年12月24日 ＮＰＯ法人巣立 施設通所者

（株）あおぎワークホーム 買い物体験学習 平成27年12月15日 フジグラン北島 施設通所者
吉野川市身体障害者連合会 グラウンドゴルフ大会 平成28年 3月20日 吉野川市バンブーパーク 会員
吉野川市手をつなぐ育成会 ボウリング大会 平成28年 2月 7日 ほっぷジョイ石井 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27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 学童クラブ訪問

平成28年 2月 4日
平成28年 2月 9日
平成28年 2月10日
平成28年 2月12日
平成28年 2月16日
平成28年 2月19日

上浦学童クラブ・森山児童クラブ
牛島児童クラブ・ひまわりクラブ
めぐみファミリーダンボクラス
鴨島児童クラブ・知恵島児童クラブ
西麻植児童クラブ

学童クラブ利用者

川島地区民生委員児童委員協議会 施設訪問 平成28年 1月15日 彩市場かがやき
障害者支援施設すみれ園 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28年 1月20日 就労継続支援Ｂ型事業所あおぎ 施設通所者
美郷地区民生委員児童委員協議会 後期高齢者とひとり暮らし高齢者への配食サービス 平成27年12月14日 美郷地区 ひとり暮らし高齢者・後期高齢者
吉野川市婦人団体連合会 交流クリスマス会 平成27年12月15日 知恵島地区公民館 ひとり暮らし高齢者・知恵島幼稚園児
吉野川市鴨島町ボランティア連絡協議会 クリスマス会 平成27年12月22日 野菊の里 施設入所者

川島町ボランティア協議会 ホタルかごの作製　プレゼントの配布
学駅周辺の清掃と花壇作り

平成27年11月27日・12月18日
平成27年12月14日

公民館・学童保育所・図書館他
学駅

会員（文化伝承グループ）
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27年12月17日 養護老人ホーム芳越荘 施設入所者
美郷ボランティア連絡協議会 配食サービスの方に品物を配布 平成27年12月14～19日 美郷老人福祉センター ひとり暮らし高齢者

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27年12月22日
平成28年 1月19日

健祥会ヴィラ
カンターレのぞみ 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　親亡き後のことを考える
講師：プルデンシャル生命保険 平成28年 1月23日 ＳＣＥＮＡ ふたば会会員・障がい児者

休日サポート「ビバ！ノンノ」 親睦会 平成28年 3月21日 ぽっぷジョイ石井 会員

牛島地区社会福祉協議会
お茶とお菓子の配布
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）
配食サービス

平成27年12月16日
平成27年12月24日
平成28年 2月16日

交流会　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27年12月12・18日
平成28年 2月28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27年12月11・17日
平成28年 2月18日

飯尾敷地地区内
飯尾敷地公民館 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27年12月17～31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（西保育所児を招いて）
ふれあい食事会（西麻植幼稚園児を招いて）

平成27年12月24日
平成28年 1月21日 西麻植会館 ひとり暮らし高齢者・障がい者・西保育所児・

西麻植幼稚園児
知恵島地区社会福祉協議会 クリスマス交流食事会 平成27年12月15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 ふれあいサロン食事会(8サロン）
クリスマスプレゼント配布（川島こども園）

随　　　時
平成27年12月16日

川島地区内
川島こども園

各サロン参加者 8 ケ所
川島こども園児

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(5サロン）
クリスマスプレゼント配布（川島こども園・学童クラブ）
堤防の花壇整備

随　　　時
平成27年12月16・24日
平成27年12月 4日

学島地区内
川島こども園・学島学童クラブ
児島堤防下の花壇

各サロン参加者 5 ケ所
川島こども園児・学島学童クラブ
地区の高齢者等

山崎地区社会福祉協議会 交流クリスマス会 平成27年12月14日 元木会館 ひとり暮らし高齢者・後期高齢者世帯

瀬詰地区社会福祉協議会
入浴剤セット配布
学童保育児童クリスマス交流会
高齢者対象芸能発表＆食事会

平成27年12月15日
平成27年12月25日
平成28年 3月22日

瀬詰地区内
山瀬公民館
　　〃

ひとり暮らし高齢者
山瀬学童保育の児童
ひとり暮らし高齢者・後期高齢者

川田東地区社会福祉協議会 配食サービス（65歳以上のひとり暮らし高齢者）
学童クラブへプレゼント

平成27年12月17日
平成28年 1月20日

川田東地区内
川田学童クラブ ひとり暮らし高齢者・川田学童クラブ

川田中地区社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者へカイロ・タオル・石けんを配布 平成27年12月16～24日 川田中地区内 ひとり暮らし高齢者

川田西地区社会福祉協議会
ひとり暮らし高齢者へ防寒セット

（くつした・マスク・カイロ・手袋・帽子を配布）
配食サービス（65歳以上のひとり暮らし高齢者）

平成27年12月21日
平成28年 1月24日 川田西地区内 ひとり暮らし高齢者

美郷地区社会福祉協議会 ひとり暮らし高齢者へ食器洗い洗剤・歯ブラシを配布 平成27年12月14～19日 美郷地区内 ひとり暮らし高齢者

一　般　相　談
開　設　場　所 開設日�（祝日等のぞく） 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地域福祉課（TEL 25-5533）へお申し込みください。

　　　　　　　　　　　 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。

心配ごと相談所開設日
　

　被災地での活動内容としては，被災された住宅の
がれきの撤去，運搬，家屋の片付け等を行う生活支援
チームと，福祉避難所での介護支援チームの２チー
ムに分かれ活動を行いました。被災された住民の方
の負担を少しでも減らせるよう作業を行いました。
　私たちの地域でも，今後発生する可能性がある東
南海地震に備え，日ごろの避難行動・避難準備等を再
確認しなければならないと感じました。今回の経験
をいかし，今後の活動に取り組んでいきたいと思っ
ています。

　平成28年４月14日，16日に熊本県を中心とした，
大地震が発生しました。最大震度７という巨大地震
であり，多数の死傷者，家屋の倒壊等甚大な被害がテ
レビ等で放映されています。地震発生後，ボランティ
アの方も次々と被災地に向けて支援を始めていると
ころです。
　今回，熊本地震の被災地支援として，５月10日～
13日にかけて，徳島県内の市町村社協職員，福祉施
設関係者が集い，熊本県上益城郡嘉島町の支援に参
加しました。吉野川市社協より２名が参加し，合わ
せて参加者19名で生活支援等を行いました。また，
５月22日～27日まで嘉島町災害ボランティアセン
ターの運営支援を行ってきました。
　熊本県内に入ると，まず目に入ってきたのが，家の
屋根にブルーシートがかかっている住宅がたくさん
あり，地震による瓦の落下等の被害でした。また，道
路も所々段差や亀裂等の被害があり，復旧にはまだ
まだ時間がかかると感じました。

　４月14日に発生した熊本地震で被災された方々を支援するために，義援金の募集を行いましたが，５月
末現在までに集まった義援金は，127,646円になりました。
　全額を中央共同募金会に送りました。皆さまの温かい善意に心からお礼申しあげます。

被 災 地
支援報告

開催日 平成28年10月８日土

吉野川市山川公民館場　所

第11回 吉野川市
社会福祉大会&福祉まつり

合同開催

ありがとう
ございました!!

熊本地震義援金募集のお礼

善意銀行

だより

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。
● 現金預託
・�匿名希望�様
・�西川田地区自治会長会�様
● 物品預託
・�公益社団法人�阿波麻植法人会�様

熊本地震災害復旧支援に参加して


