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次年度は「 チャレンジ！ 健康第一、ハートにタッチ、ドリームキャッチ」の年に！
ドリームキャッチ」の年に！
一般財団法人徳島県婦人団体連合会

会長

藤田 育美

「平成」も残すところわずかとなりました。
今年度を振り返り、一番の大きな成果は、県婦連新事務所が完成したことだと思います。新事務所は、前の婦人会
館跡地にあり、県庁と隣接しています。行政と連携をしながら、男女共同参画社会の実現や明るく住みよい地域社会
づくりに取り組む当団体にとっては、最高の活動拠点となります。
私たちは、新年度を迎えても、かつて此の地に、婦人会館を建設された先輩方の活動への思いを引き継ぎ、婦人会
活動の火を今後絶やすことなく継続しなければなりません。
そして、例年の活動キャッチフレーズに「チャレンジ !」を加えました。県婦連も高齢化が進んでいますが、年齢に
応じた役割があると思います。生涯現役でいるためには、生きがいが必要です。ぜひ、婦人会活動を「生きがい」に
していただき、楽しんで活動を続けていただければと思います。
会員の皆様、心をひとつに、感動ある婦人会活動ができるよう、ご協力をお願いいたします。

平成 30 年度 第 39 回徳島県婦人問題調査研究発表大会
（一般財団法人徳島県婦人団体連合会活動発表大会）

開催日：平成 30 年 11 月 27 日（火）
会 場：徳島県教育会館

第 39 回徳島県婦人問題調査研究発表大会が、飯泉県知事をはじめ多くのご来賓を迎えて、会員 800 名が参加し、開催されました。
午前は、三好市婦人団体連合会がアンケ－ト調査による研究発表を、その後、那賀郡婦人会連合会と名東郡佐那河内村婦人会が、
それぞれ地域の特性を生かした活動を発表しました。そして午後には、瀬戸内美八様の華麗で楽しい特別ショ－と「食品ロス」に
ついての講演がありました。
研 究
テーマ

「地球にやさしい消費者をめざして〜東京オリンピック・パラリンピックに向けて〜」

発表：西部ブロック 三好市婦人団体連合会
発表：西部ブロック 三好市婦人団体連合会
我が国では、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、人や環境に配慮した取り組みが
重要な課題となっています。そこで様々な課題の中から、持続可能な社会達成に向けて、どう関わって
いくことができるのか身近な消費者問題に焦点を当てて、2,000 人を対象にアンケ－ト調査を実施しました。

◆「エシカル消費」とは？

消費者それぞれが社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題
に取り組む事業者を応援する消費行動です。人や社会、環境、地
域等に配慮した商品やサ－ビスの消費は持続可能な、より良い社
会を作る大きな力となります。

◆オリンピックに向けて、あなたが実現してほしいことは？
環境ビジネス促進
入場料
おもてなし
自然との共生
ユニバーサルデザイン

39 歳以下
40 ～ 59 歳

エコな移動手段

60 歳以上

震災復興

◆環境に配慮した取り組みについて
「リサイクル・プラ削減」に
詰替賞品
含まれる項目は？
マイバッグ
簡易包装
フリーマーケット
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《まとめ》
・アンケ－トの回答者は、77% が女性で、39
歳以下、40 歳～ 59 歳、60 歳以上がそれぞ
れ 30% 台で平均していました。
・食料品の購入手段については、80% が自家
用車利用の現状です。
・コンビニ、ス－パ－などの利用は、若年齢層
ほど頻度が高くなっています。
・買い物は、賞味期限、新鮮なものに重点を置
く一方、材料の産地や地産地消については少
数でした。
・食品ロスを発生させないために、残さずに食
べる、賞味期限の判断、料理を作りすぎない、
小分け商品の購入などは、消費者庁のデ－タ
より高く、消費者としての高い意識が伺えま
す。しかし、「エシカル消費」という言葉の
認知度は、知っている 13% 、聞いた事があ
る 28% と低い回答です。地球にやさしい消
費者をめざし、真の豊かな地域社会の担い手
として、私たちはその役割をこれまで以上に
果たして行くことが求められています。

研究発表を終えて
三好市婦人団体連合会

会長

山田

京子

6 月からアンケート質問事項を作成する作業から発表までの５カ月
間は大変でした。アンケート配布から回収、集計、分析、発表のまとめ、
プレゼン作成、発表原稿の手直し発表練習・・・とその度に役員はほ
とんど全員が集まり、アイデアを出し合い、仕上げていく過程で、発
表という一つの目標に向かって、役員間の絆が生まれてきたのが何よ
りの収穫でした。
「楽しく、前向きに活動する婦人会」としての意義を感じることもで
きました。発表後は、私たちの心は、充実感と達成感に包まれました。
次年度の三好市婦人団体連合会 総会でこの発表を紹介しつつ、環境
問題に私たちにできることを提案・実践していきたいと思います。

三好市の発表者の皆様。
大輪の笑顔に充実感が溢れています。

婦人会活動発表
タイトル

「なかは なかなか いい いなか」

発表：南部ブロック 那賀郡婦人会連合会
那賀町は、平成 17 年 3 月に 5 町村（鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村）が合併し誕生しました。
婦人会は、旧町村単位の 4 つの支部で構成され、会員数は 232 名、相互の親睦を目的に日々活動して
います。
各支部ではそれぞれの地区の夏祭り、敬老会、文化祭、運動会などに
積極的に参加協力し、地域の活性化に貢献しています。
鷲敷支部では、那賀高校と連携し、ローリングストックの缶詰活用料理の
防災食調理実習、相生支部では、毎年実施しているクラフトテープを使った
かごやバッグ作り、上那賀支部では、古着やバスタオルを材料にした布ぞ
うり作り、木沢支部では「もんてこい丹生谷那賀町祭り」や「杉の娘（こ）
祭り」への参加や演劇活動などです。人口減少、高齢化の波に負けず日々
お揃いのはっぴでチームワーク◎
元気に活動を続けています。
※ローリングストック：非常食を定期的に飲食し、使用した分を補充するという備蓄方法

楽しい発表をしていただきました。

タイトル

「笑顔と緑あふれる風車の里 佐那河内」
発表：中央ブロック

少ない人数で、大活躍の皆様！
前向きな姿勢に感動しました。

午後の部

講師：浅津 知子様

・出雲地域婦人会会長
・正食料理研究家

名東郡佐那河内村婦人会

佐那河内村は、全国的に数少ない一郡一村体制の自治体
の中、私達婦人会は村との協同で防災活動、敬老会、村民体育祭、ふれあ
いまつり、献血・結核予防など。また、地域との繋がりとして、子育て支援、
老人ホーム訪問、学校との交流などの活動を続けております。
小さな村で会員数は少ないですが、他の団体と協力し、一丸となり、村
民との交流を育みながら、笑顔あふれる素晴らしい村となるよう頑張って
活動しております。

講演

「食卓には地球を変える力がある」
～食品ロスを考える～
演題にもあるように、「食品ロス」を減らす
ことで CO2 が削減され、農薬を使わないことで、
自然が守られるようになる。食卓からでも地
球を守ることに繋がることができる。」という
お話を伺いました。また、その土地で採れる
旬のものを食べることで、身体が作られると
いう意味の「身土不二（しんどふじ）」という
言葉を教えてくださいました。
学ぶことが大変多く、毎日のくらしを丁寧
に過ごしたいと思いました。
浅津先生、ありがとうございました。
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瀬戸内美八様
特別ショー
さすがの美貌と
素晴らしい歌声！
一瞬にして、会場は
瀬戸内様の世界に
魅了されました。

平成最後の活動発表大会は、全員で恒例の
「青い山脈」を歌い、幕を下ろしました。

開催日：2018 年 11 月 28 日（水）、29 日（木）
会 場：国立オリンピック記念青少年センター

全地婦連幹部研修会
「これからの地域婦人団体のあり方について」

徳島市婦人連絡協議会

会長

板東

恵子

全国より 100 名余が参加しました。全地婦連事業計画に基づき、くらしの安全、安心を確保するために、
関係機関と連携し、情報の共有につとめ、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の形成に向け、報告があ
りました。
講演１「消費者行政消費者教育」の展開 徳島県危機管理部消費者くらし安全局次長 小椋 登明 氏
講演２「今わたしにできること」エシカル消費と消費者の視点 四国大学短期大学部教授 加渡 いづみ 氏
講演３「日露交渉と共同経済活動について」 ＮＨＫ開設委員 石川 一洋 氏
講演１と２について、私たちの買い物が世界と未来を変えるということを考えさせられました。また、講
演３では「北方領土返還要求」についてのお話を聞き、北方領土が返還されることを願いました。2 日間に渡
り、ブロック別の活動発表やワークショップの勉強会では、主に会員の減少や活動資金の減少、婦人会の存
続や事業の規模の形を変えての活動、そして出前講座の活用などについて学ぶ、素晴らしい機会となりました。

全地婦連四国ブロック会議

開催日：2018 年 12 月 6 日（木）、7 日（金）
鳴門市婦人連合会

会長

矢野

壽美子

今回は大会テーマが「新たな共生の時代を～これからの地域女性団体のあり方」として
「ひめぎんホール」と「メルパルク松山」で開催されました。式典後の研究協議では各県
から活動報告がされて、徳島県は「輝く婦人会～日赤活動での取り組み～」を発表し教育
委員会の方より、それぞれの立場での助言指導をいただきました。
また、1 日目の特別講演では、俳人の夏井いつき様より、
俳都松山に至るまでの苦労話を楽しく聞かせていただき、2 日
目の講演では越智やよい様が「誰もが素敵に生き抜くために」を
男女共同参画の視点から話され、感動した大会でした。
発表者
次期開催地は、徳島です。藤田会長の笑顔が、おもてなしの
矢野 壽美子さん
心を表しているようでした。
次期開催地代表として
挨拶をされる藤田会長

第 70 回結核予防全国大会

開催日：2019 年 2 月 27 日（水）、28 日（木）
阿波市婦人団体連合会

会長

加藤

ハルコ

東京椿山荘で開催された全国大会には、徳島県から 13 名が参加しました。研
鑚集会では基調講演の後、6 名の方々のシンポジウムがあり、熱い生の声が聞け
ました。アトラクションでは、中学生が演奏する吹奏楽の素晴らしい音色に会場
全体が引き込まれました。夜の歓迎レセプションは緊張感も解け、食欲全開！紀
子妃殿下とご一緒で笑顔満開の夜でした。
2 日目は、天皇皇后両陛下、紀子妃殿下ご臨席のもと、式典が厳かに行われ、
凛と静まる大会場はさすがに東京大会という雰囲気で、特別公演では大村智先生
から菌と薬の話を聞きました。今も、高齢者と外国人の患者が増えているとの話
を聞き、複十字シール運動で結核を知ってもらい、予防の大切さを広く伝えてい
くことが私たち婦人会の使命である事を再認識しました。
最後に気品漂う椿山荘でランチ！大変おいしくいただき・・・帰途につきました。
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歴代の複十字
シールが展示
されていました。

ミライズ

スぺシャル対談
in 美馬市
美馬市長

対談場所は、昨年 5 月に
完成した「ミライズ」。
途中、株式会社河野メリ
クロン 代表取締役社長
河野通郎様が対談にご参
加され、未来を想う御三
方の熱い対談が進められ
ました。

藤田 元治 様
×

（一財）徳島県婦人団体連合会 会長
美馬市連合婦人会 会長

会

長

藤田 育美

会長）偶然お会いしましたので、婦
藤田会長（以下会長）
人会活動に大変ご支援を頂いており
本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうござ
ます河野社長にもご同席いただけれ
います。
ばと思いますが、藤田市長、いかが
私が県婦連の会長として活動できるのは、美馬市のお
でしょうか。
かげです。美馬市婦人会の活動を、行政や会員の皆様に、
支えていただき、県婦連から全国に向けて、ボランティ
市長）良い機会ですので、ぜひ。
ア活動をさせていただいていることに、大変感謝して
会長）河野社長には、毎年、婦人会から美馬市の小・中
おります。
学校の卒業生や先生に差し上げるコサージュの蘭をいた
藤田市長（以下市長）
だき、本当にありがとうございます。
婦人会の皆様には、多岐に渡る方面でご協力をいただ
いておりますが、特に、今年で 12 回目を迎えました「う 河野様）藤田会長の言う事を聞かないと怖いのでね（笑）
市長）「うだつをいける」は、婦人会をはじめ河野メリク
だつをいける」では婦人会の皆様のお力添えのおかげ
ロン様の絶大な御協力のお陰であると思っています。こ
で大盛況のうちに終えることが出来ました。
のイベントは美馬市の冬の一大イベントとして、これか
これからは、「働き方改革」についても婦人会の皆様
と連携をしながら、より良いまちづくりに取組んでい らも続けていきたいと思っています。
きたいと思っております。
河野様）続けるからには、更に「進化」を続け、もっと
全世代に楽しんでもらえるようにしないといけませんね。
市長）次は若い人たちにも多く来ていただけるようなイ
ベントにしたいと、市の職員とも話し合っています。
春の陽気を感じつつ
気持ちの良い、広々
とした「縁側のハコ」
と名付けられた
フリースペースで。

会長）藤田市長は、5 つの基本方針を基に、まちづくり
をされておられますね。内容について教えていただきた
いのですが。
市長）県婦連における活動の 3 本柱と同じように、5 つ
の目標を掲げて取り組みをしています。
「地方創生」と「未来を創る」まちづくりとして、雇用
を増やし、産業の促進を図ることで、
人や物が集まる地域づくり。そして、
「未来へはばたく」人材の育成。
「未来を支える」為に生涯活躍がで
きるまちづくりと、「未来を守る」
安全で安心な環境に優しいまちづく
りについて、現状を打開し、未来へ
の挑戦として、実現できるよう取り
組みをしています。

会長）美馬市には、「河野メリクロン様」をはじめ地域を
元気にする良い素材がたくさんありますよ。そのひとつ
に婦人会がなれると良いなと思っています。

河野様）お互い年齢を重ねましたが、経験という貴
重な財産を生かして、若い人達の応援が出来るよう、
まだまだ頑張りましょう。
会長）そうですね。市長にもいろいろ要望を出させて
いただいたり、ご相談をしながら。美馬市から世界へ
と発信できる活動をしないと。
河野様）私達 2 人が静かになったら美馬市も静かに
なりますよ（笑）
市長）そうなると心配ですね。いつまでもお元気で
いてもらわないといけませんね。
会長）頑張りますよ。
本日は、お忙しい中ありがとうございました。

（ここから株式会社河野メリクロン代表取締役社長 河野通郎様
がご参加されました。）

ご多用中にも関わらず、ご協力を頂きありがとうございました。
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平成三十一年

新春の集い

新春の集いに参加して
阿南市那賀川婦人会 会長 福住 和子
1 月 19 日ホテルクレメントで「新春の集い」が行なわれました。
徳島県海野副知事をはじめ、県内各市各分野のリーダーの方々から、ご祝辞をいただきま
した。
藤田会長の「地域に根ざした婦人会として、活動に取組もう」ということばでスタート。オー
プニングでは理事の方々がウェディングドレスで登場してきたのには驚きました。昔を思い
出し、ワクワクし、若さを取り戻すひとときでした。
余興では、地域の特色をいかした、楽しい出し物がありました。最後に阿波踊りで、今年
も健康で充実した一年になるようにと心を一つにしました。

県婦連役員の「ここに幸あり」
皆さん、とっても素敵ですよ♪

趣向を凝らした、楽しい出し物の
オンパレード。これぞ、笑いと美の競演！

フィナーレ

第 8 回婦人会交流カローリング大会に参加して
海部郡海陽町婦人会

東

文恵

第8回

2 月 24 日、県下各地から 72 チームが参加し、
カローリング大会が盛大に開催されました。 婦人会交流
カローリング大会
カローリング協会の会長さんの合図で、各チー
ムの 1 番手の選手が一斉に一投目を投じ、競
技が開始されました。
前方でスタンバイしている選手が、滑って
くる味方チームのストーンを必死で手招きし
開会式
たり、制止したりと大忙し。
相手のストーンをはじき飛ばそうとして、反対に味方のストーンをはじき飛ば
し、残念がったり、笑ったりと、終始和やかな雰囲気のもと、競技を楽しむこと
ができました。
「老若男女、誰でも気軽に参加できる」カローリングがもっともっと身近に、楽
しむことができたらと思いました。初めて参加をしましたが、とても楽しい 1 日
真剣な中にも、笑顔あふれる
でした。
楽しい大会になりました。
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我が町
自 慢
徳島県に住む私達でもまだま
だ知らない、地元の素晴らし
いところ。
住んでる人しか知らないは
もったいない！
誌面で地元をＰＲして、地域
を元気にしたい、そんな思い
が込められた「我が町自慢」
です。

海部郡美波町婦人会 会長 小原 恒子
美波町にはおすすめスポットや四季を通じてのたくさんの
イベントがありますが、今回は県内唯一の大会でもあります
「ひわさうみがめトライアスロン」をご紹介します。
“トライアスロン”は泳ぐ（スイム）駆ける（バイク）
走る（ラン）を組み合わせた競技です。毎年７月中旬に開催
されるこの大会には日本国内のみならずアメリカやカナダなど
海外からの参加も多くあります。
大会には約 800 名のボランティアが立哨・給水・救護などで参加しています。
婦人会はランのコースの給水所で氷袋・スポンジ・梅干し・スポーツドリンク
などを渡したり、選手の方に水かけをしています。
選手の方からは「水かけがよかった。氷袋で体を冷やせてよかった。応援の
おかげで完走できました。」という声をいただきほっとしています。
大会前日には「日和佐うみがめまつり」もあります。
みなさま、ぜひお越しください。

美波町
の自慢

ファイト！

羽ノ浦町
の自慢
阿南市羽ノ浦婦人会 会長 庄野 眞知子
羽ノ浦町は、人口 13,338 人、阿南市内で最多です。
那賀川下流北岸に広がり、豊かな自然と文化が自慢
の町です。町内が一望できる妙見山の麓に、岩脇公園
という桜の名所があります。阿千田広場と小松台広場
を結ぶ遊歩道は、散歩する人も多く、婦人会員の交流
の場にもなっています。
婦人会の花壇は、アサギマダラが飛来することで有
名になった妙見山に彩を添えています。夏の水神様の
お祭りでは、那賀川の川面に花火が映りにぎわいます。
もう一つの自慢は、公民館活動です。絵手紙やパソ
コン教室等、多種多様なサークルが活発に活動してい
ます。中でも、婦人会のフィットネスクラブは、幅広
い年代の方が毎週練習に励み、芸能大会でも活躍して
います。
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いちどは訪れ
てみたいな

第 32 回

義経夢想祭オリエンテーリング
小松島市芝田婦人会

小川

洋子

私達、芝田婦人会が主催し、開催してきました義経夢想祭オリエ
ンテーリングも 32 回を重ねました。この行事は、芝田婦人会会長、
吉成昭子様が、旗山神社を中心として、田野町、芝生町、新居町に
残る源義経の伝承を活かして、地域興しの行事として始めました。
勇壮な「義経夢想祭」の開催には、
たくさんの方の思いとご協力があれ
ばこそ。地元を想う人々の、温かい
心が溢れるお祭りなのですね。

中高生ボランティア等も参加し、早朝より、資料の袋詰め、受付、
オリエンテーリングのスタンプ場の設置、コースの安全確認等を
担っています。また、地域の多くの有志の方々が、義経夢想祭の旗
立てや撤収、駐車場の警備等に協力くださり、当日のテント設置や

小松島市
の自慢

撤収、綿あめ、芋粥の配布、竹とんぼや竹馬、パットライスの無料
配布等、様々な役割で支えていただいております。これからも末永く、
開催することが出来ますよう努力してまいります。

勝浦町婦人会

会長

秋成

ふみよ

勝浦町は、春を告げるビッグイベントとして、毎年「ビックひな祭り」が開催され、中央にそびえ立つひ
な壇は、見ごたえがあります。少し車を走らせると、昔ながらの町並みの残る、風情ある旧坂本街道には、
「お
ひな様の奥座敷」と「坂本おひな街道」として、趣向を凝らしたおひな様がずらりと並んでいます。
そして、5 月には、みかんの花が咲き、11 月に山々は黄金色に輝きます。
「みかんが香り

笑顔あふれる

元気なまち

かつうら」

ぜひ、お越しください。

全国的に有名になった
「ビッグひなまつり」
何段にも飾られたおひな様は
圧巻ですよ～
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勝浦町
の自慢

地 域
活 動

市宇ヶ丘学園の子どもたちと

婦人会活動は多岐に渡ります。
ボランティア活動を通して、会
員や地元の方々との温かいつな
がりが生まれます。汗水流して
頑張ってよかった、明日への活
動の励みになるような元気いっ
ぱいの活動を紹介しています。

海部郡牟岐町婦人会 会長 石本 知恵子
南海トラフ巨大地震に備え、保育所、小学校、中学校が高台移転して 6 年。
市宇ヶ丘学園には子ども達の明るい声が山々にこだましています。私たち婦
人会員も仲間入りです。年２回、四季折々の花を栽培環境委員の子ども達と
一緒に汗を流し、プランターに植えます。「まるで、孫たちと作業している
みたいで楽しい」との声。
子ども達が、家庭科で直線縫いを習ってから、防災頭巾作りをしています。
私達は、先生役になり、縫い方の指導はもちろん、防災についての豆知識も
織り交ぜながら、世界に一つだけの頭巾を一緒に縫い上げます。
防災キャンプ、運動会、餅つき大会など、子ども達の明るい声が響き渡る
ようにお手伝いをさせていただいています。

地域の活動報告

那賀郡那賀町婦人会鷲敷支部 会長 高見 公子
鷲敷支部の西部地区婦人会では、公民館と連携した活動を活発に実施しています。
①運動会 婦人会は競技の賞品に関する仕事一切を担当すると共に、会場準備から後片付けまでのす
べての作業に関わり、運営の一端を担っています。
②夏まつり 唐揚げ、フランクフルトなど４種類の食品を手作りし、各々およそ 100 セットを販売し、
来場者に好評を得ています。
③文化祭 今年度は、手づくりうちわと寄せ植えの作品を展示、赤飯、ちらし寿司、柏餅などの食品
と不用品バザーを実施しました。
このように、公民館行事に積極的に関わりながら、地域の活性化を目指して活動を続けています。
活動の輪が広がって、
地域が元気になればいいな。

『あなたの夢をかたちに ともに未来へ』
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地域と共に
阿南市椿泊婦人会

会長

太居

容子

椿泊小学校は全校生徒 8 名となり、その少ない子ども達を見守ろうと町全体
で学校活動に参加しています。婦人会も学習発表会、AED 講習会、スマホ携帯
の安全な使い方教室、昔遊び、防災活動などで、子ども達と交流しています。
また、阿波水軍の本拠地であった椿泊は、史跡水軍の総帥である森甚五兵衛
歴代の墓 15 基とその家族、家来の墓が数えきれないほどあり、掃除、供花を年
4 回行っています。それ以外に、無縁墓掃除、供花供養を行っています。この
活動は、史跡を守ろうという住民の気持ちを受け継ぎ、何十年も続いています。
他にも一人暮らしの高齢者への食事サービスや町のイベントに参加するなど
地域に密着した活動をしており、これからも続けていきたいと考えています。

勝浦町の地域活動について
勝浦町婦人会 副会長 出葉 順子
今年度、日本列島は、色々な自然災害に襲われました。海水
温が高くなり、異常気象によって、台風の発生率や集中豪雨が
日本だけでなく、世界中で起こっています。
東日本大震災から 8 年が経ちました。私達は、決して忘れて
はいけないと思います。この大震災を踏まえて、子ども、保護
者を対象に、夏休みこども防災宿泊体験や特別養護老人ホーム
などで、防災・減災出来るよう、婦人会（赤十字奉仕団）防災士、
行政、各種団体が連携して活動しています。

地域の太陽に

子ども防災
宿泊体験の様子

小松島市新開婦人会 会長 井上 浩子
新開婦人会は、会員数 60 名余りの、明るく仲の良いチームワーク抜群の婦
人会です。
地域の行事にも積極的に参加しています。
地元の新開小学校では、日赤徳島県支部より指導員を招いて、車椅子、アイ
マスク体験をしました。また、高齢者体験では、特殊なメガネや重りのついた
サポーターをつけ、改めて高齢者の大変さを学びました。
文化祭では婦人会員の特技が大いに花開き、手芸・編み物・絵画・陶芸など
たくさんの作品でにぎわい、会員同志の親睦の場になっています。
敬老会・防災訓練等、たくさん行事はありますが、公民館、社協、老人会、
学校等と連携しさらに行事を充実させていきたいと思います。
「21 世紀は人権の世紀」と言われています。
地域で暮らす子どもから高齢の方までみんなが幸せに暮らせるよう、笑顔で婦
人会活動を続けていきます。

第 23 回結核予防関係婦人団体中央講習会

開催日 平成 31 年 2 月 4 日～ 2 月 5 日
会場 リーガロイヤルホテル東京

那賀郡那賀町婦人会 会長 山﨑 久美
結核予防会総裁秋篠宮期殿下にご臨席いただき、北海道から沖縄まで全国から 90 名が参加し、開催されま
した。徳島からは、藤田会長、県婦連理事の長尾と山﨑の 3 名が参加しました。
「自分の健康は自分で作る」～国民運動への展開～のテーマで、1 日目は、
①結核の基礎知識と BCG ワクチン。
②あなたにあった医療を提供する
彼の名前は、
③知っていますか？食品の表示！！～機能性表示食品などを例に～
シールぼうや。
『複十字シール運動』の
④たばこ病 COPD について
マスコットキャラクターです。
の 4 講演がありました。
2 日目は、班別討議、クロスロードで考える婦人会活動の活性化として、YES、NO のカードを使い、それぞ
れの立場で意見を出し、話し合いをしました。「クロスロード（CROSSROAD)」とは、阪神淡路大震災のときの
実話がもとになった教材だそうです。とても興味深い班別討議でした。その場にも、秋篠宮妃殿下にご臨席
をいただきました。とても有意義な 2 日間になりました。

皇

居

勤労奉仕
平成 31 年
1 月 22 日〜 24 日

５/７（月）
締 切

（お申し込み）

「日赤奉仕団皇居勤労奉仕」に参加して
阿南市新野婦人会 会長 岩倉 孝江
徳島県赤十字奉仕団として 25 名で皇居勤労奉仕に参加しました。皇居は入る前に運
転免許証での確認、移動時には４列に並ぶ、食事の茶器の取り扱いの指示があり、緊
張しました。反面、奉仕に入る前には、何度も無理をしない様にと体調を気付かって
いただき、気持ちよく作業ができました。
奉仕作業 1 日目、大嘗祭の行われる二の丸公園での草抜き、2 日目、皇后様の蚕用
の桑畑の整地、3 日目、春秋に園遊会の行われる赤坂御用地の芝
の手入れ、4 日目、宮殿の中庭道路の枯葉そうじでした。
奉仕を始めるまでに、場所や施設、樹木の説明があり、皇室で行
われる行事との関係やどの様に使われているかがよくわかりました。
3 日目に、皇太子さまにお目にかかることができました。これか
らの日本の象徴として日本人の心の拠り所になる方なのだと感激し
ました。あっと言う間の 4 日間、一年で一番寒い時期なのに、風も
なくあたたかい作業日に恵まれ、作業後は、楽しい企画が盛り沢山
でいろいろな方と交流ができ、親睦が図れました。楽しい貴重な体
験ができました。

2019 年度

日赤皇居勤労奉仕

参加者大募集！！

奉仕日期間については、11 月のいずれかのうち 1 週間

※奉仕日は、申込後に宮内庁が決定をしますので、具体的な日はわかりません。
※お申込み後のお名前の変更はできません。

◆参加資格について
①日赤奉仕団員であること（性別は問いません）
②日赤奉仕団員の家族であること（ご夫婦での参加も大歓迎です）
③年齢が奉仕期間中に 15 歳以上 75 歳以下であること
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◆お申込みについて
地元奉仕団の団長にお申し込みをしてください。
◆旅行金額
約 17 万円（食事・バス代・観光代込み）

小松島市連合婦人会櫛渕地区

地元の特産品
小松島市櫛渕
「ヤマモモ」

会長

竹島

由美子

私たちの住んでいる櫛渕町は、春は筍、夏はヤマモモ、秋は米にみかん、そして
一年中、椎茸を栽培している自然豊かな小さな町です。
ヤマモモは直径 1 ㎝から 2 ㎝ほどの赤い小さな実です。5ｍから 7ｍの大木で、朝
早くから一粒、一粒収穫するので大変な重労働です。木から落ちるという危険もあ
りますが、収穫期が 6 月下旬という蒸し暑い時期です。採ったばかりのヤマモモを
口にほおばった時のあの甘酸っぱい味は最高です。

編集後記
阿南市桑野町婦人会 会長 紅露 清恵
平成の時代も残すところ数カ月、予想外のことがたくさんありました。その都度、みんなで力を合せ知恵を
出し合って乗り越えてきました。新しい時代がやってきます。きっといいことがたくさんあることを楽しみに
しています。
今回、原稿をお寄せいただいた皆様、ご多用の中、御協力ありがとうございました。
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公益財団法人とくしま未来健康づくり機構
（徳島県総合健診センター）
（ 公 財 ） 結 核 予 防 会 徳 島 県 支 部 ・（ 公 財 ） 日 本 対 が ん 協 会 徳 島 県 支 部
〒７７０－００４２徳島市蔵本町１丁目１０番地３
ＴＥＬ（０８８）６３３－２２６６ ＦＡＸ（０８８）６３３－１８１１
E-mail tokusoken@nifty.com
http://www.toku-souken.ne.jp/

デジタル胸部検診車紹介

デジタル胸部検診車
披 露 式

検診車写真

写真

公益財団法人結核予防会を通じ、一般財団法人宝くじ協会の全額補助を受けて、
最新鋭のデジタル胸部検診車を更新整備しました。
●整備事業費 47,390,400 円（一般財団法人宝くじ協会による全額補助）

生活習慣病は自覚症状を伴わないで徐々に進行する病気です。
健康に自信がある人も年に一度は自分の健康度を確かめることが、これからの健康な毎
日を送る指針となります。
公益財団法人とくしま未来健康づくり機構では、皆様の健康づくりをお手伝いさせて
いただくため充実した設備、万全の健診・検査体制で各種の健康診断を行っていますの
で、皆様のご利用をお待ちしております。

健診内容
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

胃がん検診
子宮がん検診
乳がん検診
肺がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
結核検診
特定健康診査

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

-13-

定期健康診断
骨粗鬆症検診
特殊検診
学校検診
総合健診（人間ドック）
各種精密検査
肝炎ウイルス検査

名東郡佐那河内村婦人会

合・愛・Ｉ・藍がきらめく石井町

石井町女性の会

海・山・川

自然あふれた

海部郡婦人連合会
板野郡婦人連合会
会
員
一
同

心一つに、和やかに
明日を夢見て励み合う

徳島市婦人連絡協議会
〜いつもはつらつ〜

鳴門市婦人連合会

婦人会館は各種講座に貸し出しています
TEL 088-685-5593

みかんが香り 笑顔あふれる
元気なまち かつうら

勝浦郡勝浦町婦人会
美馬郡つるぎ町連合婦人会
東みよし町婦人団体連合会
役

員

一

同

このコーナーは、なでしこの発行にご協賛をいただいた企業や団体、地域婦人会の
紹介をさせていただく広場です。
ご支援、ご協力に感謝いたします。

「消費自治体」ワースト12の我が町。
自らにも危機意識を背負わせながら、民間経済人としてのまちづくりを担います。

那 賀 町 復 活 へ の 反 転 攻 勢
老後の安心・働き場の確保。

那 賀 町 の 希 望 を 創 る 株式
会社
那賀郡那賀町百合字石橋500番地3

那賀町に光を照らす高齢者住宅（介護）

那賀町に心を捧ぐからだ元気治療院（マッサージ治療）

那賀郡那賀町百合字石橋500番地3 TEL.0884-63-0138

那賀郡那賀町和食郷字八幡原198-1 TEL.0884-63-0178

那賀町に陽はまた昇る高齢者住宅（介護）

からだ元気治療院 徳島店（マッサージ治療）

那賀郡那賀町中山字とふめん39番地 TEL.0884-63-5550

徳島市末広1丁目2-25 TEL.088-655-2215

7
場所：脇町劇場オデオン座
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