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フードバンクとくしま設立総会フードバンクとくしま設立総会フードバンクとくしま設立総会
P4

事業報告事業報告事業報告
P2・3

特別プレゼント企画特別プレゼント企画特別プレゼント企画

株式会社　あわわ株式会社　あわわ株式会社　あわわ
別冊とくしま病院ガイド「すこから」別冊とくしま病院ガイド「すこから」

P8

日帰りバスツアーP6

神戸日帰りプラン 10/27㈰
大阪日帰りプラン 11/10㈰
京都日帰りプラン
11/23㈯・24㈰・30㈯・12/1㈰

神戸日帰りプラン 10/27㈰
大阪日帰りプラン 11/10㈰
京都日帰りプラン
11/23㈯・24㈰・30㈯・12/1㈰

神戸日帰りプラン 10/27㈰
大阪日帰りプラン 11/10㈰
京都日帰りプラン
11/23㈯・24㈰・30㈯・12/1㈰

日帰りバスツアーP7

チケットあっせん

『若手社員を元気に!!マナーアップ研修』開催

東京家族 映画鑑賞券
平井堅 12/13㈮・14㈯
ルームチャージ半額キャンペーン! エクシブ鳴門

東京家族 映画鑑賞券
平井堅 12/13㈮・14㈯
ルームチャージ半額キャンペーン! エクシブ鳴門

東京家族 映画鑑賞券
平井堅 12/13㈮・14㈯
ルームチャージ半額キャンペーン! エクシブ鳴門

P5

鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」と
国宝「松に秋草図」（智積院）＆
京都駅前ちょっぴりフリータイム

鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」と
国宝「松に秋草図」（智積院）＆
京都駅前ちょっぴりフリータイム

鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」と
国宝「松に秋草図」（智積院）＆
京都駅前ちょっぴりフリータイム

式年遷宮の伊勢神宮両参り式年遷宮の伊勢神宮両参り式年遷宮の伊勢神宮両参り

京
都

三
重

バンドーバンドーバンドー アオスフルークアオスフルークアオスフルーク
BANDO AUSFLUGBANDO AUSFLUGBANDO AUSFLUG

ウォーキングイベント県内ナビ県内ナビ

散歩
コース

阿波大正浪漫「バルトの庭」から
ドイツ村公園まで
阿波大正浪漫「バルトの庭」から
ドイツ村公園まで

開催
日時

11月17日（日）
9時30分～
11月17日（日）
9時30分～

お問い
合わせ

～ドイツ人俘虜の足跡を訪ねて～～ドイツ人俘虜の足跡を訪ねて～

NPO法人ドイツ村BANDOロケ保存会
TEL 088-689-2163
NPO法人ドイツ村BANDOロケ保存会
TEL 088-689-2163

参加
申し込み期間参加
申し込み期間

11/15まで

くーぽん丸。利用でドイツ館入館料
イツ館入館料

20％OFF
20％OFF
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●事業報告

　8月25日は、雨天にもかかわらず、たくさんの方にご参加いた
だきました。
　1階多目的ホールではファミサポを中心とした｢子育て応援
ブース｣や、NPO法人による｢社会貢献ブース｣を設け多くの家族
連れで賑いました。　
　3階第一特別会議室では、徳島市サービスセンター｢第2回あ
わ～ず徳島会員交流会｣を開催し、有森裕子氏を講師に招き｢私
の社会貢献｣と題しマラソン引退後の17年間の社会貢献活動に
ついて、講演を頂きました。財団は昨年度より社会貢献活動事業
について、多くの方に主旨をご理解いただいています。当日は
170名の参加者を得て有森裕子氏のチャリティサイン会も大変
好評でした。
　また、午後からは、多目的ホールで有森裕子氏によるジョギン
グ教室を開催し、走る前の準備体操から走り方など実践を踏ま
えた指導も交え、多くの方が汗を流しました。　　

　当財団は、カンボジア王国で、17年間にわたり子ども達の教育支
援活動に取り組んでいる有森裕子氏を応援しています。
　雨季時のカンボジアでは、体育指導要領通りの計画で授業が出来

ません。その上、児童の健康状
態が悪く、又、スポーツ教育を
通し社会的ルールの指導も含
め、早期に体育科教科の充実を
図る事が望まれます。その為、カンボジア王国初ドーム型の雨天用体育施設
建設を支援しています。是非、皆さまのご支援・ご協力をお願い致します。（当
財団にご連絡いただければ専用の振込取扱票を送付致します。）

①シューズは、朝と夕方では足のサイズが違うた
め、ジョギングの前に靴ひもを調整する。
②つま先から数えて３番目の穴から、かかとを上
げて靴ひもを締め、戻しては上げて締めるを繰
り返し、ひもを結ぶ。

③最後に足の甲と靴の間が、人差し指１本入る余
裕があるくらいが良い。

あい♥あいフェスティバル2013と
｢第2回あわ～ず徳島会員交流会｣を同時開催しました 

子ども達の教育推進支援に
ご支援・ご協力をお願いします

あ
8 25
日

▲３F講演会場

▲午後１F多目的ホールにてジョギング教室の後写真撮影

▼

ドーム型体育施設案

▲有森裕子さんのジョギング教室

３Fチャリティ
　サイン会 ▼

有森裕子さんからの

ワンポイントアド
バイス!!有森裕子さんからの

ワンポイントアド
バイス!!有森裕子さんからの

ワンポイントアド
バイス!!

実践につなげてくだ
さいネ
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事業報告●
中小企業を元気に!!

『メンタルヘルス対策セミナー』
開催報告

出逢いサポートセンターの活動について

中小企業勤労者福祉サービス
センターに関する市町村検討会
開催報告

『人材育成セミナー』開催報告

●8月7日（水）14：00～15：30　徳島県庁403会議室
　当財団は、「勤労者福祉サービスセンター」の対象エリ
アを徳島市から県内全域へ広域化を促進する事業を、昨
年に引き続き徳島県から受託しました。県内市町村の担
当者を対象に検討会を開催し、平成24年度の取り組み
と成果、平成25年度事業について説明を行いました。参
加した市町村担当者には、勤労者福祉サービスセンター
事業の重要性を理解いただいているものの、勤労者福祉
サービスセンターの具体的な支援にはつながっていま
せん。徳島県及びこの10年間支援を頂いている徳島市
を含め、関係団体との協議を
踏まえ、新年度に向け財団とし
ての考え方を示すことを告げ、
検討会を終了しました。

　各会場たくさんの経営者・人事担当者の方の参加で
「企業の発展、人材の確保・育成と福利厚生の連動性」の
セミナーを開催しました。参加者から「コミュニケー
ションが、日常の業務において重要であることを再認識
することが出来、非常に有意義なセミナーであった。」と
の感想をいただきまし
た。今後ともこれを契機
に、人材の確保・育成に
悩んでいる中小企業の
方々のサポートができ
るよう進めていきます。

　猛暑の中、多くの事業主、労務・総務担当者の方の参加
をいただきました。中小企業事業主支援のため、職場に
おけるメンタルヘルスの取り組みの重要さに鑑み、メン
タルヘルスに対する意識や適切なケアを少しでも多く
の企業に知っていただくために開催したことは非常に
有意義となりました。今後ともこうした事業を進めてい
くことが中小企業事業主より信頼を得ていくものと考
えます。次回は平成26年2月
頃に「職場でのメンタルヘル
スの進め方」（仮題）を計画し
ています。

　本年度より、（一財）徳島県婦人団体連合会へ「アワマ
リ」の委託先が変更となり、当財団の事業として、新たに
「出逢いサポートセンター」をスタートしました。これか
らも、情報提供など結婚支援活動を行いますのでよろし
くお願いします。
●8月27日（火）10：00～　
　徳島県婦人会館でアワマリ応援団対象の交流会があ
り参加させて頂きました。
　今年度のアワマリ事業内容の説明や、縁結びの会　
会長　西谷幸子さんによる活動事例の発表、交流会の
参加団体でのグループディスカッションなど充実した
交流会内容でした。

阿南会場  7月18日㈭13:30～15:30
徳島県南部総合県民局阿南庁舎（大会議室）

講師 中小企業診断士　長尾　辰彦氏

鳴門会場  7月17日㈬13:30～15:30
徳島県鳴門合同庁舎（大会議室）

講師 経営コンサルタント　白川　健一氏

 7月24日㈬13:30～15:30
徳島県西部総合県民局美馬庁舎（大会議室）

講師 経営コンサルタント　白川　健一氏

美馬会場

 7月25日㈭13:30～15:30
徳島県吉野川合同庁舎（101会議室）

講師 中小企業診断士　長尾　辰彦氏

吉野川会場

ス対策セミナ 』
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　健康応援をすすめている事業の一環として、8月4
日㈰10時より12時30分までスエヒロボウルにおい
て第17回ボウリング大会を開催しました。12チーム
36名が参加し、子どもさんの応援もあり、歓声を上げ
る楽しい休日のボウリング大会となりました。
　個人のハイススコアは、195でした。あまりの腕前
に尋ねてみればプロボウラーだそうです。どうりで
凄腕のはず。みなさん目標ができましたね。景品は順
位に関係なくランダムに配分していましたので、結
構気にいっていただけたと思います。
　次回は
ふるって
ご参加を!!

ボウリング大会を開催しました第17回

「職場でのストレス要因の対処について」
「ストレスを持った職員へのコミュニケーションについて」

演題

●8月22日（木）14：00～15：30
　徳島県立中央テクノスクール（ろうきんホール）　

講師 （医）かわせみ八多病院　院長　杉本　順子氏

有森裕子さんからの

ワンポイントアド
バイス!!有森裕子さんからの

ワンポイントアド
バイス!!
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『若手社員を元気に!!マナーアップ研修』開催します『若手社員を元気に!!マナーアップ研修』開催します
　大学、高校卒業後3年以内に離職する者の割合がそれぞれ28.8％、35.7％（平成24年10月公表厚生労働
省）となっています。県内企業に勤める若手社員の元気なジョブライフを応援し、企業の安定的発展と若手
社員の継続雇用を支援することを目的として開催します。
日　時 基礎編 応用編

会　場

詳しくは、http://toku-nw.comをご覧ください。

徳島県立中央テクノスクール（ろうきんホール）

講　師 松岡　由里子氏「おじぎ」コンサルタント。産業コンサルタント。
定　員 30名程度（対象：若手社員、管理職・事業主も可）事前予約必要

（基礎編のみ、応用編のみの参加もできます。）

研修費
3,000円／1日

11月26日（火）
10:00～ 12:00　13:00～ 15:00
1．社会人としての言葉遣いのマナー
2．来客応対・営業・訪問時のマナー
3．ビジネス文書・メール・FAXのマナー
4．色彩心理を活用しビジネスシーンで差をつける
5．ステップアップのための自己管理計画

11月18日（月）
10:00～ 12:00　13:00～ 15:00
1．社会人としての基本的なマナー
2．コミュニケーション力をアップする　
3．仕事のマナー
4．接客のマナー
5．電話のマナー

内容 内容

フードバンクとくしまの設立総会が行われましたフードバンクとくしまの設立総会が行われました
　徳島県内では生活困窮者が増え、今日の食事もままならない人たちが数多くいます。一方で、安全な食
べ物が産業廃棄物として大量に償却されている飽食の国日本。『もったいない』から『ありがとう』をテー
マとして、誰もが食を分かち合える社会を目指して活動するため、２０１３年８月２４日（土）にわーくぴあ徳島
においてフードバンクとくしま設立総会が開催されました。
当財団は昨年３月に立ち上げたフードバンクとくしま設立準備会の事務局を担当し、この間設立準備に携
わってきました。
　総会当日は参加者の皆さんで当面の活動を進めていくことを確認するとともに、協力団体への呼びかけ
や会員拡大について議論を行い、理事長に里親会会長の西田藤義氏を中心に、２名の女性副理事長を加え
た理事１１名、監事２名を選任しました。
　当財団の久積理事長もフードバンクとくしまの副理事長として就任し、公労使３者構成の特色を活かし、
様々な方に協力を頂きたい旨挨拶し終了しました。
　当面月一回のフードドライブなど開催しますので、会員の皆さんのご協力をお願いします。

お問い
合わせ

フードバンクとくしま 電話：088－666－2175
FAX：088－666－2176〒771－0130　徳島市川内町加賀須野455－9㈱トート内
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5
ご予約・お問い合わせは… 予約センターもしくは鳴門営業所 予約センター TEL：06-6315-8928

鳴門営業所 TEL：088-683-8112

期期間限定特別企画！

11泊泊22食食((夕夕朝食付))利利用にて

エエクシブ施設の室料を半額にて

ごご利用頂けます！

〔 夕食＋朝食＋サービス料 〕× 人数 ＋ 部屋料金半額

総額 29,312円 1名 9,770円

■ご利用例（エクシブ鳴門を1室3名様でご利用いただいた場合）

◎京都嵯峨：～110/31(木))まで利用可能

※※利用対象外施設：エクシブ京都八瀬離宮・エクシブ有馬離宮・エクシブ箱根離宮・軽井沢パセオ・リゾーピア箱根

※1泊2食（夕朝食付）でのご利用に限ります。別途、ご利用レストランとコースをお選びください。 1予約で2部屋までご利用いただけます。

※キャンペーンご利用の旨を、必ず『ＦＡＸ申込書』にご明記ください。受付後、ご自宅宛に半額券を郵送いたします。

※その他のご宿泊プラン・優待券等との併用はできません。ご利用は弊社ホテルの利用規定に準じます。

※（公財）徳島県勤労者福祉ネットワークが部屋代の利用助成をしております。

まで ※但し､土曜日･10/13(日)･11/3(日)宿泊を除きます

◎京都嵯峨：～10/31(木)まで利用可能

※利用対象外施設：エクシブ京都八瀬離宮・エクシブ有馬離宮・エクシブ箱根離宮・軽井沢パセオ・リゾーピア箱根

エクシブ鳴門・（公財）徳島県勤労者福祉ネットワークコラボ企画

職場

自宅

来所

職場・自宅・携帯

チケットFAX申込用紙

事業所名

部 署 名

（公財）徳島県勤労者
福祉ネットワーク御中 FAX 088-611-3323

会員氏名

送付先住所
いずれかに○

連絡先TEL 希望枚数 枚

〒
郵送の場合はゆうパック料金350円が必要です。

12月13日㈮19:00開演
14日㈯18:00開演

指定席料金
［1ドリンク付］7,500円　　7,140円

ネットワーク会員特別価格

申込締切：10月21日㈪
抽選で30枚（お一人様4枚まで）

●お申し込み締切日以降のキャンセルはできませんので、ご注意ください。

12/13㈮ 12/14㈯平
井　
堅

Ken’s Bar15th Anniversary
Special ! Vol.3

場所：アスティ徳島

有効期限　2013.10.19
日　時

場　所

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク

Ⓒ2013「東京家族」製作委員会

※小・中・高生・シニア（60歳以上）同額
名画劇場名画劇場 映画鑑賞券

チケットあっせんチケットあっせんチケットあっせん

有効期限　2013.10.19

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク

Ⓒ2013「東京家族」製作委員会

映画鑑賞券

アミコ専門店街 30周年記念共催イベント
Ⓒ2013「東京家族」製作委員会

※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます
※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます FAX

会員と

家族

東京家族

東京家族

10月18日㈮・19日㈯

徳島市シビックセンターホール
開演時間①10:00②13:30③18:00 （両日とも）

右記チケットで前売価格でご覧になれます。
1,300円　　1,000円

出　演 監　督橋爪　功　吉行和子　西村雅彦
夏川結衣　中嶋朋子　林家正蔵
妻夫木聡　蒼井　優

山田洋次
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※各ツアーは交通事情により予想以上に遅れることもありますが、ご了承ください。記載した最少催行人員に満たない場合は、旅行中止となる場合がございます。

徳バス観光サービス・サンデーツアーを
【会員・会員家族】一律          円引き!!

11 23
土

11 24
日

11 30
土

12 1
日

二条城と京都日帰りプラン
◆募集人数　各日先着135名予定
◆受付期限　11/13㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】

◆募集人数　各日先着135名予定
◆受付期限　11/13㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】
◆募集人数　各日先着180名予定
◆受付期限　11/20㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】

◆募集人数　各日先着180名予定
◆受付期限　11/20㈬18:00まで
◆旅行代金【会員・会員家族 4,000円】

マリンピア沖洲 松茂とくとくターミナル

こ
ち
ら
で
す

　駐車場代
●マリンターミナル
　1日　500円
●とくとくターミナル
　1日　600円

乗車場所案内
右記   周辺です。

１０分前にご集合ください。

松茂とくとくターミナルでの送迎の際は、ターミナル内の駐車場をご利用ください。（1時間以内無料）お願い

とくとくターミナル周辺の駐車場は大変
混雑し、駐車できない場合がございます。

徳島駅前

徳島駅前の
集合場所が
変更になり
ました。

空中庭園展望台と大阪日帰りプラン
◆募集人数　先着180名予定　◆受付期限　11/1㈮18:00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】
◆募集人数　先着180名予定　◆受付期限　11/1㈮18:00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】
★特典　ホテル阪急インターナショナル1F（ナイト＆デイ）で行程表ご提示で、ランチバイキング3,000円→2,800円に割引（1部11:00～　2部13:15～入替制）★特典　ホテル阪急インターナショナル1F（ナイト＆デイ）で行程表ご提示で、ランチバイキング3,000円→2,800円に割引（1部11:00～　2部13:15～入替制）

★特典
京都国際ホテル（1F）にて行程表を提示で、お食事10%割引
レストランアゼリア・京料理ほり川・ステーキ割烹近江・
ラウンジ雅（各店 営業時間11:30～14:30 17:００～21:00）

★特典
京都国際ホテル（1F）にて行程表を提示で、お食事10%割引
レストランアゼリア・京料理ほり川・ステーキ割烹近江・
ラウンジ雅（各店 営業時間11:30～14:30 17:００～21:00）

4,000円4,000円4,000円4,000円

4,000円4,000円4,000円4,000円11 10
日

布引ハーブ園と神戸日帰りプラン

★特典　クラウンプラザ神戸　行程表ご提示でバイキングレストラン『ザ・テラス』バイキング3,100円→2,500円に割引。（11:30～14:30）★特典　クラウンプラザ神戸　行程表ご提示でバイキングレストラン『ザ・テラス』バイキング3,100円→2,500円に割引。（11:30～14:30）

8:00 10:30頃着 18:00発7:40出発

松茂とくとく
ターミナル

松茂とくとく
ターミナル

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

神戸布引
ハーブ園 自由散策 クラウンプラザ神戸

20:20頃着20:00頃着

◆募集人数　先着135名予定　◆受付期限　10/18㈮１8：00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】
◆募集人数　先着135名予定　◆受付期限　10/18㈮１8：00まで
◆旅行代金　【会員・会員家族 4,000円】

4,000円4,000円4,000円4,000円10 27
日

神戸布引ハーブ園▲

ホテル
サンルート
ホテル
サンルート
サークル Kサークル K

国土交通省の通達により、8月1日から｢高速バスツアー｣が廃止となりました。
このため、これまでご提供しておりました「フリープラン」に付きまして、
　　　　　　　　　　　　　　　「日帰りバスツアー」としてご提供させて
いただきますのでご理解の程よろしくお願い致します。

このため、これまでご提供してお
　　　　　　　　　　　　　　　
いただきますのでご理解の程よろ
有料施設の入場券を含む有料施設の入場券を含む有料施設の入場券を含む

松茂とくとく
ターミナル

8:00 11:00頃着 18:00発

松茂とくとく
ターミナル 名店街西側

（ホテルサンルート）

7:40出発

空中庭園
展望台 自由散策 梅田モータープール

21:00頃着20:40頃着

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

松茂とくとく
ターミナル

8:00 11:30頃着 18:00発

松茂とくとく
ターミナル

7:40出発

京都二条城

21:40頃着21:20頃着

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

マリンピア沖洲
名店街西側

（ホテルサンルート横）

日帰りバスツアー日帰りバスツアー日帰りバスツアー
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日帰りバスツアー日帰りバスツアー

㈱エアトラベル徳島旅行企画・実施エアトラベル徳島
観光庁長官登録旅行業第284号 ＴＥＬ．088－625－0220

下記ツアーお申し込みの際は、旅行会社へ「ネットワーク会員又は家族」と、お伝えください。
会員と

家族

お問い合わせ
お申し込み

■旅行代金（大人お一人様）

※バスガイドは乗務いたしません。
※最少催行人員15名　※食事:昼食1回　夕食弁当1回

日帰り/三重

募集人員
各出発日
45名

【会員・会員家族 7,200円】
※バスガイドは乗務いたしません。
※最少催行人員15名　※食事:昼食1回
徳島駅前（7:00発）＝国宝「松に秋草図」（智積院）＝京都駅前[昼食とフリータイム]＝
鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」＝徳島駅前（20:00）頃着 徳島駅前（7:00発）＝関【昼食】＝伊勢神宮外宮参拝＝伊勢神宮内宮参拝とおかげ横丁自由散策＝徳島駅前（22:00）頃着

10月27日㈰・11月17日㈰・12月15日㈰
■出発日

10月13日㈰・20日㈰・23日㈬
■出発日

日帰り/京都

■旅行代金（大人お一人様）
【会員・会員家族（平日） 7,980円・（土日） 8,480円】 募集人員各出発日

45名

代金（大人お一人様）
募集人員

0月27日㈰・11月17日㈰・12月15日㈰
発日

・ツアー参加の皆様に伊勢の名物「赤福餅」（2個入り）お土産付き！
・「赤福餅」の車内販売をいたします。（諸事情によりできない場合もございます）
ツア 参加の皆様に伊勢

式年遷宮の
伊勢神宮両参り
式年遷宮の
伊勢神宮両参り

■出発

京都京都
鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」と
国宝「松に秋草図」（智積院）＆
京都駅前ちょっぴりフリータイム

鈴虫の音色が響く「鈴虫寺」と
国宝「松に秋草図」（智積院）＆
京都駅前ちょっぴりフリータイム 鈴虫説法とひとつだけ願いを

叶えに来てくださる、お地蔵さん

昼食は和・洋・中・デザート約６０種類の
ランチバイキング（京都新阪急ホテル）

京都駅前のフリータイム
約1時間以上滞在予定

FAX申込用紙記入

FAX申込用紙記入 FAXで申込み 代理店よりご希望の
連絡方法にて返信

最寄りの営業所にて申込用紙と会員証を
ご持参の上、代金お支払い（チケット受取）

最寄りの営業所に申込用紙と会員証を
持参、代金お支払い（チケット受取）

アミコビル1階南側（駅前郵便局西隣）
●アミコ営業所●

鳴門郵便局前
●鳴門営業所●

徳島バス鴨島営業所内
●鴨島営業所●

阿南郵便局西・富岡中バス停前
●阿南営業所●

当日は
チケット持参の上
各乗場へ

1

２

★お申込方法★

㈱徳バス観光サービス営業所（月～土 10:00～18:00）

1 ２

注）ご来店いただけない場合は、お振込みもご利用いただけます（振込手数料各自負担）。入金確認後、チケットを郵送いたします。

下記のＦＡＸ申込用紙に必要事項記入の上、ご希望の旅行に □チェックを入れて　　又は　　の方法で直接お申し込みください。

観光庁長官登録旅行業第1種434号

バスツアーFAX申込用紙　（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク代理店に直接FAX ※適宜コピーして
　お使いください。

要予約

　

部 署 名事 業 所 名
フ リ ガ ナ会 員 氏 名

自宅〒会 員 住 所

TEL 　　　　　　　　　　　　　　　 FAX　　　　　　　　　　　　　携帯（必須）　　　　　　　　　　　　　　連 絡 先 T E L
ご希望の連絡方法をチェックしてください　　　　　　□TEL　　　　　　□FAX　　　　　　□携帯

サンデーツアー● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

当 社 記 入 欄　　　 受 付 日　　　月　　　日　　　　　　　号車　　　　　 お 支 払 い 期 日　　　月　　　日まで

 No.  ツアー名  集合場所日

１０日前から旅行会社の規定により、キャンセル料がかかります。（１泊２日以上のツアーは２０日前から）　　

神戸日帰りプラン

大阪日帰りプラン

京都日帰りプラン　　　

１０／2７日

１１／１０日

旅 行 代 金年 齢会員別性 別日帰りプランの集合場所会 員 番 号（ フ リ ガ ナ ）参 加 者 名
円才会員・家族男・女マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂（ ）
円才会員・家族男・女マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂（ ）
円才会員・家族男・女マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂（ ）
円才会員・家族男・女マリンピア沖洲・徳島駅前・松　茂（ ）

円合 計★お申し込みは６ページに記載されているツアーのみとなります。
★申込用紙はすべて漏れなくご記入ください。記入漏れのある場合は、受付できないことがございますので予めご了承ください。

旅行企画
実　　施       徳バス観光サービス

FAX　088-622-0961
お問い合わせ先　TEL 088-622-0480（月～土　10：00～18：00／日・祝日 休）

※2日（日・祝日を除く）過ぎても回答がない場合、FAXが届いて
いない場合もございますのでお問い合わせください。

24時間

日

★お申し込み後、２日（日・祝日を除く）過ぎても回答がない場合、FAXが届いていない場合もございますのでお問い合わせください。

FAX

会員と

家族

※各ツアーのお申し込み開始日は

　　10/5㈯からです。

それ以前の
申し込みは
受付できません。
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郵便での
お申し込みは…

〒770-0942　徳島市昭和町 3丁目 35-1
公益財団法人 徳島県勤労者福祉ネットワーク　宛　に郵送してください。

お問い合わせ先 088-655-2940

子育て応援
モデル事業
子育て応援
モデル事業

●月曜日～金曜日　午前7時から午後9時まで　1時間当たり　700円
●土曜日、日曜日、祝日及び年末年始並びに上記以外の時間　1時間当たり　800円

★パソコン…http://www.fami-sapo.jp
★携帯サイト用…http://www.fami-sapo.jp/m/
★携帯用ＱＲコード

　携帯サイトから
ファミリー・サポート・センター ●イベント情報　●イベントカレンダー

●各センターのご案内などがご覧いただけます。

徳島ファミリー・サポート・センター
板野東部ファミリー・サポート・センター
阿南ファミリー・サポート・センター
鳴門ファミリー・サポート・センター

TEL.088-611-1551
TEL.088-693-3033
TEL.0884-24-5550
TEL.088-683-0788

美馬ファミリー・サポート・センター

阿波市ファミリー・サポート・センター TEL.0883-36-3520
美馬市 TEL.0883-53-2528 つるぎ町TEL.0883-62-3669

 

利用
時間
お
問
い
合
わ
せ・

　

お
申
し
込
み

ファミリー・サポート・センター会員講習会
 

項　　目 小松島みなと交流センター「Kocolo」
ふれあい健康館（調理室）

１ 保育の心 13:00～ 15:00

2
１ 11/18 10:00～ 12:00

10:00～ 12:002

１

2

3 身体の発育と病気 10:00～ 12:00

10:00～ 12:00

月

11/12火

11/12火
11/20水

11/22金

11/22金

11/26火

11/20水
11/26火
11/29金

ふれあい健康館

11/18月

4

5

6

7

8

9

小児看護の基礎知識
13:00～ 15:00

13:00～ 15:00

10:00～ 14:00

13:00～ 15:00

13:00～ 15:00

9:00～ 12:00

 

安全・事故

子どもの世話

子どもの遊び

子どもの栄養と食生活

保育サービスを提供するために

無料

心の発達とその問題

小松島みなと交流センター「kocolo」
（小松島市小松島町字新港19番地☎0885-33-0302）会場

くーぽん丸。
からのお知らせ
くーぽん丸。
からのお知らせ
くーぽん丸。
からのお知らせ
くーぽん丸。
からのお知らせ
くーぽん丸。
からのお知らせ

アイスペース徳島駅前店
徳島市八百屋町3-26　大同生命ビル1Ｆ

TEL:0120-422-088

コンタクトレンズ５％OFF
期間限定　2013年10月1日～2014年3月31日

期 間 限 定

勤労者福祉
ネットワークネネネネネネネネネネネッッッッッッッッットトトトトトトトトトトワワワワワワワワワワワーーーーーーーーー
勤勤勤勤勤勤労労労労者者者者者者者者福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉労労労者

ククククククククククネットワー
勤労者福祉
ネットワーク

プレゼント応募方法

郵便はがきか FAXにて以下の項目をご記入の上お送りください。
締切　10月21日㈪必着

　①事業所名、会員番号
　②送付先（自宅or事業所）郵便番号、住所、
　　氏名、連絡先電話番号
　③地域社会づくりに関するご意見・ご感想など

〒770-0942
徳島市昭和町3丁目35番1
（公財）徳島県勤労者福祉ネットワーク
FAX 088-611-3323

※当選の発表はチケット発送をもってかえさせていただきます。

FAX

祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
クククククククククク 特別プレゼント企画 特別プレゼント企画
株式会社　あわわ
遂に「あわわ」の病院ガイドが別冊として新創刊！ 
徳島の病院情報はもちろん、県民がかかりやすい
病気や健康に過ごすための役立つ情報が満載！

別冊とくしま病院ガイド
「すこから」　20名様

☎徳島市南末広町2-95　　088-654-1111
http://awawa.com/　http://sukokara.com/HP

8月28日㈬は、12組の親子が歌
をうたったり、しゃぼん玉や、ふ
れあい遊びの後、阿波踊りで盛
り上がりました。
初めは、圧倒されて動けなかっ
たちびっこたちがいつの間にか
輪の中にとけ込み踊っていまし
た。さすが、阿波っ子ですね。

徳島ファミリー・サポート・センター

●皆さんも子育て応援団の「にじのポッケ」にぜひ参加してください。●

参加無料

にじのポッケで
楽しく遊びました
にじのポッケで
楽しく遊びました
にじのポッケで
楽しく遊びました

・サポート・センター

応援団の「にじのポッケ」にぜひ参加してください ●

参加無料

どなたでも
参加できます。

親子13組まで先着順

毎月最終水曜日　10:00～ 11:00

FAX：088－611－3323

部 署 名事 業 所 名

フ リ ガ ナ会 員 氏 名

職場・自宅・来所　〒
いずれかに○

送 付 先 住 所
（来所の場合は記入不要）

職場・自宅・携帯連 絡 先 T E L

公益財団法人　徳島県勤労者福祉ネットワーク　御中　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

チケット等FAX申込用紙チケット等FAX申込用紙チケット等FAX申込用紙 ★適宜コピーしてお使いください

職場又は自宅にチケットと代金振込用紙を郵送いたします。
※手数料無料─（四国労働金庫・郵便局・阿波銀行）

小 計希 望 枚 数会 員 価 格通 常 価 格年度内限度枚数チ ケ ッ ト 申 込

円枚1,300円1,800円5枚特別映画鑑賞券（シネマサンシャイン北島）

円枚2,000円2,300円海遊館入館券（大人）有効期限2014年3月31日まで

円枚合 計

【チケット送付希望】
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