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今年度の活動に向けて今年度の活動に向けて

　新型コロナウィルスによる日本全国に緊急事態宣言が発令され、解除後の安堵もつかの間、現在は第

二波の真っただ中です。今後は、「withコロナ時代」と言われ、コロナとの共存の為に「新常識」（３密

回避、マスク着用、手指消毒、検温実施）を通常化し、婦人会活動を継続する時代になりました。

　総会の中止後、再開された理事会、代表者会議は「新常識」を徹底。各理事はLINEでのやり取りに

切り替え、美馬市ではzoomによる役員会をスタート、各地区もweb会議へと移行しつつあります。また、

９月の芸能大会は、参加人数を半数以下にし、時間短縮での開催予定です。

私共のテーマ「健康第一、感動ある人生を送り、夢をつかむ」に基づき、次の目的である継続可能な社

会の実現に向けた生活の構築と、エシカル消費を基本とした活動を続けて参りましょう。

「健康第一・感動ある人生を送り、夢をつかむ」～持続可能な社会に向けた活動を！～

退任役員感謝状受賞退任役員感謝状受賞

江　　花子　　様　（東みよし町婦人団体連合会）
山﨑　久美　　様　（那賀郡婦人会連合会）
元木　理津子　様　（東みよし町三加茂婦人会）
吉本　勝代　　様　（小松島市立江婦人会）
池添　三枝子　様　（阿南市長生婦人会）
小谷　昌美　　様　（阿南市大野婦人会）
瀬戸　俊子　　様　（鳴門市明神婦人会）
吉田　景子　　様　（鳴門市堂浦婦人会）
三津　敬子　　様　（鳴門市川東婦人会）
森　　キヨ子　様　（鳴門市北泊婦人会）

岡　　千代子　様　（鳴門市東婦人会）
高橋　文子　　様　（吉野川市種野婦人会）
植村　哲子　　様　（吉野川市西麻植婦人会）
藤本　貴美子　様　（吉野川市中枝婦人会）
舘　　ツヤ子　様　（美馬市口山婦人会）
住吉　千恵美　様　（三好市池田地区婦人会）
玉田　敏彦　　様　（外部委員）
上野　恵子　　様　（外部委員）
湊　　真由美　様　（外部委員）
南　　智子　　様　（(一財)徳島県婦人団体連合会）

今年度は20名の役員が退任されました。
これまで県婦連の理事または評議員、そして地域の会長及び役員として婦人会活動を支えていただき、
ありがとうございました。これからもご支援ご協力をお願いいたします。

【日時】令和2年6月2日
多年にわたり県婦連の役員等として青少年の
健全育成と女性の地位向上に尽くされた事により
徳島県表彰を受けました。

表彰表彰 ★おめでとうございます★

美馬市木屋平婦人会 会長　阿部 照



会長

副会長

理事

藤田　育美 ( 美馬市 )
秋成ふみよ（勝浦町）・矢野壽美子（鳴門市）
喜島寧子（吉野川市）・紅露清恵（阿南市）
板東恵子（徳島市）
加藤ハルコ（阿波市）・阿部照（美馬市）
吉岡惠美子（石井町）・石本知恵子（海部郡）
山田京子（三好市） ・米本元美（板野郡）
長尾久代（佐那河内村）・佐藤千代美（美馬郡）
竹島由美子（小松島市）・西口瑞栄（那賀郡）
中川糸子（東みよし町）

◆令和 2年度　県婦連役員一覧◆◆令和 2年度　県婦連役員一覧◆
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ー　令和 2年度　主な行事予定　－
日程 行事 場所
8月1日（土）

令和3年1月20日（水）
令和3年1月15日（金）

未定 (11月頃 )
12 月1日（火）
9月30日（水）
9月25日（金）
8月30日（日）

食品表示セミナー
防災学習会

令和3年新春の集い
防災学習会
製品安全セミナー・標準化セミナー
第41回徳島県婦人問題調査研究発表会
第35回交流芸能大会～三世代交流～
昆布料理講習会

徳島市
吉野川市
あわぎんホール
あわぎんホール
鳴門市
勝浦町
阿波町

ホテルクレメント徳島
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藤田育美（以下 F)：本日はお忙しいところ時間を空けて
いただきまして本当にありがとうございます。

藤井正助（以下市長 )：こちらこそ、お越しいただいて
ありがとうございます。

F：私たち婦人会は、婦人会活動・日赤奉仕団活動・結
核予防婦人会活動の三本柱で、地域に根差した活動をさ
せていただいております。最近は、持続可能な社会をつ
くる『SDGs』に取り組んでいて、特にエシカル消費に
力を注いでいます。この活動をこれからどのようにして
いけばいいのかということを阿波市と共に考えたいと思
います。本日は、阿波市がどのような活動をしているの
か教えていただきたいと思っておりますのでよろしくお
願いいたします。

市長：やはり、SDGs の取組は近頃様々な災害が起こっ
ていますし、大変重要になってくると思います。阿波市
でもエシカル消費で活躍している方がいたり、消費セン
ターでも活動を行っていますので、婦人会の加藤会長と

一緒に活動していただけたら有難
いと考えています。

F: エシカルというのは、今まで当
たり前にしていたことをもう少し
見直そうということなので、特に
加藤会長には様々な面で積極的に
取り組んで頂いておりますよね、
加藤さん。

加藤ハルコ（以下 K)：婦人会とし
ては地産地消の活動で行事食や伝
統食をしています。昨年には精進料

理を作り、議員の皆様や地域の子どもたち、老人会など
でご一緒に味わっていただきました。また、四国大学の
教授から、各イベント事で行ってる行事食を本に掲載し
たいということで、私たちが行っている活動が目に留ま
り、本にも掲載していただき良い経験になりました。そ
して、婦人会の中では、食品ロスやマイバック運動は続
けて取り組んでいます。

市長：大俣公民館改築前の最後の記念行事として精進料
理をふるまっていただきましたね。また、私がものすご
く嬉しかった出来事は、新型コロナによる緊急事態宣言
解除後 6 月 12 日に阿波市婦人会の方々が庁舎周辺の清
掃活動をしてくれており阿波市で最初に取り取組んでい
ただいた社会経済活動が庁舎周辺の清掃活動ということ
で本当に感謝の気持ちでいっぱいでした。

K: 市長にも当日、ご挨拶をしていただきましたね。

市長：社会情勢の変化で人間関係が希薄化しているのが
懸念される中で奉仕団や、婦人会の方々が中心となり地
域に根差した取り組みが大変有難いと感じています。

F: コロナの影響で様々なイベントが中止となりボラン
ティアの在り方が変わり、行政も対策を模索していると

思います。特に前市長の時代から新しい阿波市へ変身し
つつありますが、阿波市の良さを教えて頂けますか。

市長：市民の方々がとても穏やか
で、気候的にも南面傾斜で非常に
温暖です。基幹産業が農業という
こともあり、16 品目の野菜で販
売額が県下一となりました。自然
環境に恵まれていて災害も少ない
地域ですので魅力的です。

F：子育てもしやすいんですよね。

市長：そうです。初代市長の時代
から『子育てするなら阿波市』と
いうキャッチフレーズで取り組んでいます。今までは中
学生まで医療費無料だったのを私が当選してから高校生
までの医療費を無料にしました。それと、病児・病後児
保育事業で 1歳～小 6までの子どもを対象に病気中と回
復期に預かってもらえる事業もしています。また、阿波
市の 10 の小学校区で認定こども園を整備中で来年整備
完了予定です。

F: 弊社の社員にも阿波市に住めば子育てにお金がかから
ないと聞いております。

市長：それと子育てをするなら阿波市ということで、放
課後児童クラブも 10 の小学校区すべてに整備していま
す。子育てに関してなら、阿波市はおそらく他の市町村
に比べても 1 番だと思います。この取り組みを上手に宣
伝して、人口減少を止めたいと思っています。

K: 子ども連れの若い世代のご家族
が増えて、活性化に繋がっていま
すね。阿波市の婦人会も平成 17
年に合併し、当初は東と西で分か
れている感じがありましたが、昨
年で 15 周年を迎え、毎年吉野地
区で行っていた戦争体験を語り継
ぐ会を市の行事として開催して子
どもたちに語り継ぐようにしてい
ます。

市長：毎年、阿波市が開催している戦没者追悼式でも沖
縄修学旅行で感じたことを中学生に発表をしてもらって
います。婦人会でして頂いている活動も子どもたちの平
和の誓いへと繋がっていると思います。

F: 子育てと婦人会がこれからも結びついて、若い人にも
婦人会の活動を理解して頂き、次に引き継いでいけるよ
う阿波市としてもご協力をお願いします。これからも大
きい意味で地球が持続可能な社会を作るために、徳島か
ら発信したいと思っておりますので今後ともよろしくお
願いします。今日は本当にありがとうございました。

F: 婦人会の方々に恩返しができるよう協力したいと思い
ます。本日はこちらこそありがとうございました。

阿波市長　　 藤井　正助 様阿波市長　　 藤井　正助 様

一般財団法人
徳島県婦人団体連合会
　　　　　　　会長　藤田　育美
阿波市婦人団体連合会
　　　　　　　会長　加藤　ハルコ

×

スペシャル対談スペシャル対談 in 阿波市in 阿波市



我　が　町　自　慢我　が　町　自　慢

海部郡
海陽町
海部郡
海陽町

母川「ゲンジボタルの里」
　海陽町の旧海部地区の母川に人々に守られたゲンジボタルの里

があります。豊かな自然が今もなお、人里から離れていないこの

地域に残されているのは、人と自然の共生が太古より培われてき

たからです。

　母川では毎年6月に多くのホタルの

群生がみられ、週間中には高瀬舟の

運行もあります。

　ぜひお越しいただいて、夏の夜の

幻想美をお楽しみください。

海部郡海陽町婦人会
会長　三浦 節子
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小松島市
立江地区
小松島市
立江地区

　立江は小松島市の南端に位置し、田圃が広がり稲作が盛んです。

四国霊場第十九番札所立江寺の門前町として栄えてきました。

御本尊は延命地蔵菩薩で「たっちぇのお地蔵さん」と親しまれ、

二月の初会式には植木市や露店が

並び大勢の参拝客で賑わいます。

　春、天神山を一周する「桜巡りと

新四国ミニ八十八ヶ所霊場遍路

ウォーク」が開催され、婦人会が

「あめ湯」のお接待をしています。

小松島市立江婦人会
副会長　米田 年恵

「お地蔵さん」と共に



轟神社の大クスノキ

阿南市新野婦人会
会長　岩倉 孝江
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海部郡牟岐町婦人会
副会長　小栗　泰子

海部郡
牟岐町
海部郡
牟岐町

「モラスコむぎ」

阿南市
新野地区
阿南市

新野地区

　我が新野町民の氏神様である轟

神社の大楠の群生を紹介します。

このクスノキは、およそ７５０年

前鎌倉時代中期に神社の境内に植

えたと伝えられています。樹齢は

およそ７５０年以上と推定されています。

現在、本数は大小合わせ１０樹あり、最大のクスノキは幹回り７.０８メートルに達し、

境内にうっそうとして繁り、神社の御神木としての荘厳さをかもしだしています。

　なお、昭和42年1月17日に徳島県天然記念物に指定されたのを記念して新野町内各傍示

が注連縄を奉納し町民あげてご神木として大切にしています。

　新野町にある２2番札所平等寺にお越しになった際には、ぜひ轟神社の「大クスノキ」も

見に来て下さい。

牟岐町古牟岐地区のモデル木造施設「モラスコむぎ」です。

世界中から集めた貝や化石の標本約2,000種6,000点を所蔵。建物は

徳島県産の杉や桧をふんだんに活用、施設の管理棟は巻貝、展示室は

二枚貝をイメージしたデザインでまさに貝の資料館にぴったりの建物

です。ホールからは太平洋の大海原の波打つ音、松が磯の景観は見事

で心安らぐ場となっています。

　親子を対象に磯の観察会や星の

観察会などを開催、各団体の会議

にも利用できます。ぜひ、牟岐町

に足を運びゆっくりくつろいで下

さい。



地　 域　 活 　動地　 域　 活 　動

海部郡
海陽町
海部郡
海陽町

婦人会から子ども達へ
　3月末、新型コロナウィルスが感染拡大して

いる中で、拡大防止のために婦人会でも「何

かしなければならない」と考えていました。

その矢先、海陽町から町内3小学校の児童の

ためにマスク制作の依頼が入ってきました。

　依頼を受けてすぐ、個人で持ち帰ったり、3密

に気をつけながら各地区で少人数で集まって作業を進

めました。失敗や苦労もありましたが、全員の協力を元に短期間で320

枚ほどのマスクを完成させた時にはとても大きな達成感・充実感がありま

した。

　マスクは感染拡大を防止する目的で製作しましたが、子どもたちへ「皆

が守っているよ、頑張ろう！」といったエールの意味も込めています。

海部郡海陽町婦人会
会長　福井 千賀子
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阿南市津乃峰婦人会
会長　四宮 常子

みんなで環境美化運動

いつも見守ってるよ♪

阿南市
津乃峰
地区

阿南市
津乃峰
地区

　津乃峰総合センターの環境美化は決して良いとは言えません。特に花

壇は常時手入れする人もなく半ば放置状態でした。そこで地域の各団体

に呼びかけ、町民みんなで花壇の手入れを行いました。多数の参加者が

あり作業を進めると、草に埋もれた発育不良の小さなツツジを目にした

時など、日々の手入れを怠った事を大いに反省させられました。

　枯れた木の穴うめに補充した木も、みんな

の愛情と雨にも恵まれ、見違えるほど元気に

育っています。新規に50個のプランターに花

を植えました。カラフルに美しく咲いて来館

者を喜ばせています。この作業を通じて婦人

会の活動はその場かぎりの一時的でなく、常

に奉仕の心を持ち継続する事が大切だと思い

ました。 みんなで町をきれいに♪

マスクで
感染予防
マスクで
感染予防



小松島市
新開地区
小松島市
新開地区
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　私の住む赤石町には「豊浦神社」がありま

す。地元の人は豊浦神社のことを「はぐろく

さん」と呼んでいます。

　昔、安政南海地震の時、白い鹿が現れて神

社の方へ走って行ったので村人は鹿に誘導さ

れるように避難して多くの人々が助かったそうです。

　また、京都の祇園囃子が起源の祭り囃子も全盛期は昭和初期だったそう

です。後継者が減少し高齢化も進んだので、婦人会が地元の小学校を対象

にした伝承教室を始めています。祭り囃子の指導・サポートも児童の保護者

が引き受けてくれ、とても心強くうれしく思っています。

　今年も秋のお祭りで子どもたちの祭り囃子が聴けることを楽しみにして

います。

小松島市新開婦人会
会長　井上 浩子

次の世代へ継承を

海部郡
那賀町
海部郡
那賀町

　那賀町鷲敷支部西部（さいぶ）地区の婦人会は、11名で構成され、町や支部

の活動と並行して、地区独自の活動も多く行っています。

　毎年5月の運動会では、賞品担当として運営に関わっています。数の確認や

表示など種目毎に賞品を決め、地元の各商店に発注し、前日にはプログラム順

に並べ、当日に向けた準備をします。当日は競技が終わる度に賞品を配ります。

早朝からの会場設営から片付けまで大忙しの一日ですが、地域の活性化のため、

力を合わせて頑張っています。（今年度はコロナ感染症予防のため中止です。）

那賀町婦人会　
鷲敷支部西部地区　
高見　公子

公民館と連携した地域活動

みんなで一緒にラジオ体操♪みんなで一緒にラジオ体操♪ はやいはやい！がんばれ～！はやいはやい！がんばれ～！ ねらいをさだめて ... !ねらいをさだめて ... !
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勝浦町で操業 100年近くになる大久保鍛冶屋の 3代目、大

久保喜正さんを紹介します。喜正さんは昔ながらの手法で農

具や包丁を作る野鍛冶の仕事を 50年間続けてきました。阿

波の名工（平成 16年）、現代の名工（平成 30年）、黄綬褒章（令

和元年）を受賞されました。

　「使う人に合った使いやすい道具、使う人が楽になる道具

を作っていきたい」と話されました。実際に包丁の切れ味を体験し、野菜がすっと

切れたのには驚きました。

　これからも強い信念を持って、後継者の息子さんと共に技術を維持し、より良い

物を作って行って欲しいと思います。

名人
紹介
名人
紹介

大久保鍛冶屋大久保鍛冶屋
３代目３代目
大久保 喜正大久保 喜正 さんさん

大久保 喜正 さん大久保 喜正 さん

鍛冶場での作業風景 大久保さんの功績の数々 後継者の息子さんと

勝浦郡婦人連合会　副会長　坪井なつき

原井林業株式会社
一般建築 ・ 各種木材製造販売 ・ 在来ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工

徳島県吉野川市山川町湯立 390 （JR 山川駅前）

TEL　0883-42-3141　FAX 0883-42-6161



那賀町婦人会鷲敷支部 仁木あけみ

今が今が
旬旬 柚子味噌柚子味噌

ゆ　　ず　　み　　そ

1.1. 材料

2.2. 作り方

ゆず玉・・・・・5 個
砂糖・・・・・・400ｇ
味噌・・・・・・300ｇ

①　ゆず玉をきれいに洗い、水気を拭き取る（乾いた状態）

②　ゆずの皮を細く切り、3 回程度ゆでこぼす。

③　鍋に味噌・砂糖を入れ弱火にかける。底に焦げ付かないように、ねっとりするまでゆっく

　　りと混ぜながら煮る。

④　ねっとりしてきたら、ゆでたゆず皮（果汁も）を入れ、水分が無くなるまでよくかき混ぜる。

⑤　火を止め、冷めてから保存容器に移す。

“柚子味噌”
は何にでも合います！
ぜひお試し下さい。
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コロナ感染症についてコロナ感染症について 那賀町婦人会　会長　西口　瑞枝

　新型コロナ感染症予防は「外部との遮断」と言われますが、日本のみならず世界の事業所・施設・
そして個人にも日常生活を営む事はもちろん、感染拡大を防ぐ対策の研究など、なみなみならぬ苦労
があります。
　感染し完治するまで、完治してから社会復帰となるまで計り知れない不安な日々を過ごさなければ
ならないと、アフターケアの問題が浮き彫りとなってきています。
　偶然隣り合わせた見ず知らずの方が「ゴホン」と咳き込み「あっ！」とならないように、1 人ひと
りが新型コロナ感染症の現実を理解し、一日も早く適切な薬剤の開発が進む事を願っています。

スクールバス車内でのおはなし

T　   「コロナウイルスってこわ  
 いなあ」
園児「だいじょうぶ僕がやっつ   
 ける」
T　　「ありがとう」

園児「僕マスクしとうけんつよ 
 いんよ」勝浦町の恐竜マスク 那賀町のマスクをつけたゆずばあちゃん

新しい生活様式新しい生活様式

①　こまめに手洗い・手指消毒　　　②　咳エチケットの徹底　　③こまめに換気
④　身体的距離の確保　　　　　　 ④　「３蜜」の回避（密集、密接、密閉）
⑤　毎朝家族で体温測定、健康チェック。
　　発熱又は風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養
⑥　屋内や会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用
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★ベースメイクをしっかりする ( 化粧下地・ファンデーション)
★マスクで隠れない部分の目元のメイク(= アイメイク )
★マスクメイクだと派手色も映える
★マット質感のマスクにコントラストで目元の印象を際立たせる

POINT

新しいライフスタイルとメイク
～マスクメイクのコツ～

新しいライフスタイルとメイク
～マスクメイクのコツ～

「すっぴんに見えないようにするメイクの心がけ」「すっぴんに見えないようにするメイクの心がけ」

今回の使用
アイテム

今回の使用
アイテム

ちふれ　アイブロー ペンシル 
くり出し式　22　ブラウン

おしゃれを
楽しもう♪
おしゃれを
楽しもう♪



大規模災害時に余儀なくされる避難所生活を体験することで、南海トラフ巨
大地震や激甚化・頻発化している豪雨災害への備えや災害を乗り越えるための
知識と技術を 習得する体験型の防災・減災講習会を、地域の防災訓練や学校で
の防災教育等に是非ご活用ください。

１ ５ 分 グループワーク

３ ０ 分 避難所体験

３ ０ 分 応急手当

１ ５ 分 病気の予防

講習会の内容や時間は、

ご都合やご要望に応じて組み
合わせることができます。
参加者20名から開催させて

いただきます。

詳しい講習内容や申し込み方法などご不明な点は、
下記までお気軽 にお問い合わせください。

講習の内容
①グループワーク
避難所生活で起こりうる課題や問題等について考える。

②避難所体験
避難所での生活環境を様々な支援資材（段ボールベッド、安眠セット等）を使用して体験する。

③応急手当
きずや骨折の手当、病気やけがをした人の搬送方法についての知識と技術を習得する。

④病気の予防
エコノミークラス症候群予防や感染予防等についての知識と技術を習得する。

【 お申込み・お問合せ 】
日本赤十字社徳島県支部事業推進課
〒770-0044 徳島市庄町3丁目12-1
TEL:088-631-6000

婦人会会員&賛助会員の募集！
私たちと一緒に、女性の視点から様々な活動や問題に取り組み、より良い地域を創って
いきませんか！
　現在、県婦人会では、婦人会活動、日赤奉仕団活動、結核予防活動を中心に様々な活
動に取り組んでいます。多くの皆様と共に活動することで地域が更に元気に、活動に活
気が出てきます。
　女性だけでなく男性の会員も歓迎いたします。地域の発展に貢献できる団体として活
動していきましょう。

地域の婦人会会長へお申込み
いただくか県婦連事務局まで
ご連絡ください。

TEL：088-622-9639
(平日9時～12時まで)

◆申し込み方法◆◆申し込み方法◆

-----編集後記-----
今年度、コロナウィルス感染症のため総会や様々な活動が中止せざるをえない状況の中での
取り組みを各地域で紹介していただきました。御協力ありがとうございました。

ー 編集委員一同 ー





協賛企業様募集中
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