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食料品（米、餅、麺類、野菜、果物、インスタント食品、缶詰、調味
料等）、生活用品（石けん、タオル等）など

 2020年
12/29㈫・30㈬
 10:00～

 2020年
12/14㈪～25㈮

当財団ではNPO法人フードバンクとくしまの活動に賛同し、
協力を行っています。

越年支援
えつ ねん

徳島市昭和町3丁目35-2  
ヒューマンわーくぴあ（労働福祉会館・別館）1ＦTEL.088-679-1919

越年
支援
実施日

物資
ご提供
期間

生活困窮者へ食料品や日用品を無料で提供する
越年支援を毎年行っています。ご家庭や事業所
で余剰分がありましたら、ぜひお譲りください。 

越
年
支
援
に

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
！

フードバンク事務所へ

10/110/1
海陽町地域子育て支援センター海陽町地域子育て支援センター
「あのね」開所１周年「あのね」開所１周年
　毎日、お子さんとお母さんたちの楽しい笑い声が聞こえる支援セン
ター「あのね」が、10月1日に開所1周年を迎えました。この１年
間でたくさんの親子にご利用いただき、「あのね」で過ごす時間やイ
ベントを楽しみにしているというお母さんたちの声に日々励まされて
います。これからも、安心・安全な場所を提供し、寄り添いを大切に
しながら、地域の子育てに参加させていただける広場となるよう、ス
タッフ一同努めてまいります。

10/3010/30
女性・若者活躍推進女性・若者活躍推進
支援セミナー支援セミナー
　徳島市から委託の「女性・若者活躍推進支援事業」で、再就職を
目指す方を対象にセミナーを実施しました。
　就活前のトレーニングとして、応募書類の書き方や自分の強みを
見つけるなどの自己研鑽に集中し、第１期（全６回）が10月30日に
終了しました。各講座の講師が、受講者一人一人の現状や目標を把握
し、寄り添いながら力強くバックアップしてくださいました。
　2021年1月13日㈬からは第2期のセミナーも予定しています。
（第2期も募集中）
　再就職に向けて積極的に
学んだ受講生が、希望の就職
ができるよう今後もサポート
を継続してまいります。

　徳島市の委託事業であるコミュニティービジネスセミナーは今年度
で６回目となり、今回は10月毎週水曜日の全４回アミコビル９階
徳島市産業支援交流センターで開催しました。
　ここ徳島で「地域に密着した事業を立ち上げたい」熱意を持った方々
が集まりました。すでに起業している先人をゲストに迎え、起業のきっ
かけや現実的な話を聞き、様々なグループワークで受講生同士の交流
を深めつつ自分の考えを整理し磨きました。
　4回のセミナーがあっという間に感じるほど毎回活発な意見交換が
行われ、セミナー終了が惜しく感じられるほどでした。受講生の今後
の活躍を期待しています。

コミュニティービジネスセミナー2020コミュニティービジネスセミナー2020

「思いに花を咲かせよう！６」「思いに花を咲かせよう！６」

オンラインセミナー

子育てに優しい
職場環境づくり研修

参加者募集
男性の育児休業は誰のため？何のため？
～改めて考える男性育休の職場効果～
NPO法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー／代表理事　安藤哲也氏

14:00 ～ 15:30【第1回】1/2121木

仕事と育児の両立を支援する職場づくり
／ケーススタディ・グループディスカッション
育休後コンサルタント®　山口理栄氏

14:00 ～ 16:00【第2回】2/4木

●事例発表　●育休等働きやすい職場環境の制度について
●グループディスカッション

喜多機械産業㈱

喜多真一氏
社会保険労務士

米澤和美氏

㈱quattro

四宮俊生氏と
子育てチーム

ファシリテーター

清瀬由香氏

【第3回】2/17水 14:00 ～ 16:00

詳細に関するお問合せ・お申込は…

（公財）徳島県勤労者福祉ネットワークのホーム
 ページまたはお電話にてお問合せください。

TEL.088-655-2940
ホームページアドレス https://toku-nw.com/

対　
　

象

男性の育休取得を検討している・
働きやすい職場づくりに関心がある

経営者・管理職・管理職候補者・
人事労務担当者 など
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各ファミリー・サポート・センターからのお知らせ

▲ イベントにより異なります。主催する
   ファミサポまでお問合せ下さい。

イベントはファミサポ
会員限定なの？

※新型コロナウイルス感染拡大のため、イベント等の開催については各ファミサポまでお問い合わせください。

子育て広場 利用料無料です
遊びにきてね！

各地域のファミリー・サポート・センターと併設しています。
センター内での預かりもできますので気軽にお問合せ下さい。

美馬市子育て支援センター みらい 阿波子育て支援センターあおぞら

美馬市脇町大字猪尻字西分116番地１  
TEL.0883-53-1108

美馬市地域交流センター ミライズ2階
阿波市阿波町東原173番地1
TEL.0883-30-3536

阿波市阿波地域交流センター「あわむすび」内

access

毎週火曜日
年末年始（12/29～1/3）

10：00～19：00

原則、未就学のお子様と保護者、祖父母の方
学生ボランティアや妊娠中の方

月～土曜日

9：00～16：00

阿波市在住の
未就学のお子様と保護者

access

者
方
者、
方
祖父母の方

かいよう
かいようファミリー・サポート・センター
海部郡海陽町奥浦字新町44  海陽町役場 海部庁舎３Ｆ
TEL.0884-74-3112

日時：12/19㈯ 10：00～11：30　定員：親子30組
場所：海部公民館 ４F
対象：海部郡内在住の方

クリスマス交流会 ＆５周年記念イベント
スティールバンド「パンドル」さんの素敵な演奏会に、
お話会やゲーム大会、サンタさんからのプレゼントもあります！

要申込 締切 12/11㈮参加無料

阿 南
阿南ファミリー・サポート・センター
阿南市富岡町今福寺40-17 阿南市社会福祉会館２F
TEL.0884-24-5550

日時：12/19㈯ 10：00～12：00 　定員：親子10組
場所：阿南ひまわり会館 3F

クリス マ ス 交 流 会

要予約

美 馬
美馬ファミリー・サポート・センター
美馬市脇町大字猪尻字西分116番地1
TEL.0883-53-1108

日時：12/23㈬ 10：00～12：00　 定員：10名
場所：つるぎ町就業改善センター ２F 研修室 　参加費：100円
講師：長尾美春氏　 対象：美馬市・つるぎ町在住の方

折 り 紙 で 遊 ぼ う

※申込時に準備物など詳しくお伝えさせていただきます。 ※託児はありません。

鳴 門
鳴門ファミリー・サポート・センター
鳴門市撫養町南浜字東浜24-2  鳴門市健康福祉交流センター１Ｆ
TEL.088-683-0788

日時：12/8㈫ 10：00～11：00　 定員：先着10組
場所：鳴門ふれあい健康館 3F 小会議室

ぶっくBOOKたいむ in  クリスマス会
いつものぶっくBOOKたいむで★ミニクリスマス会をします★

日時：1/12㈫（毎月第２火曜日） 10：00～11：00
場所：鳴門ふれあい健康館 3F 小会議室

ぶ っく B O O K た い む
絵本の読み語りや、触れ合い遊びを一緒に楽しみましょう！

要申込

徳 島
徳島ファミリー・サポート・センター
徳島市昭和町３丁目35-1  わーくぴあ徳島４F
TEL.088-611-1551

※それぞれの行事については、変更になる場合がありますので、センターまでご確認ください。
　開催にあたっては感染予防に努めますが、マスク着用等皆様のご協力もお願いします。

阿波市ファミリー・サポート・センター

大人も喜ぶ作品がいっぱい。親子での参加も良し！
お孫さんとも一緒にぜひどうぞ♪もちろん一人での参加もOKです。
美馬市子育て支援センターみらいのスタッフがおしえてくれます。

板野東部
板野東部ファミリー・サポート・センター
板野郡藍住町奥野字矢上前32-1 藍住町勤労女性センター内
TEL.088-693-3033

in 上板 ＊はじめてのレジン＊

流行のレジンを使って、おしゃれなヘアゴムや
ブローチを作りましょう。
日時：1/28㈭ 10：00～12：00　参加費：300円
場所：上板町中央公民館（役場2F）

ふぁみさぽよっといD a y ! !
要申込

初心者の方でも
簡単に作れます 阿波市 阿波市阿波町東原173番地１ 阿波市阿波地域交流センター 

あわむすび内　 TEL＆FAX 0883-30-3526
※2020年4月より住所・電話番号が変更となりました。

お子さんの預かりや保育施設の送迎など、育児の手助けを
お願いします。阿波子育て支援センターあおぞら内でも、
預かりができます。サポートに必要な知識、技術を習得す
るための講習会（受講料無料）を受講していただきます。

こどもが大好きな方、サポーターになってみませんか？

子育てサポーターを募集しています！

親子でアイシングクッキー作り ※満席1部

松本由里子さんのアコーディオン演奏 ※空きあり2部

海陽町地域子育て支援センター

海部郡海陽町奥浦字新町44  TEL.0884-74-3112
海陽町役場 海部庁舎３階

access

月～金曜日

10：00～16：00（イベント開催時は変更あり）

0～3歳までのお子様と保護者

※新型コロナウイルス感染症予防対策として一時閉所して
いましたが、5月25日より通常通り開所しています。

日　時：12/17㈭ 10：00～11：30　定員：20名
場　所：小松島市ミリカホール保健センター多目的室
講　師：板東信吾さん（若石リフレクソロジスト）
参加費：1,000円（押し棒、テキスト付） 要申込

●足もみセルフケア『足裏を診ればすべてがわかる』

【地域交流会】 そ ら ま め どなたでもご参加いただけます。

に じ の  ポ  ッ ケ
親子で楽しく参加していただけるイベントを毎月開催しています。
お友達作りや情報交換の場としてもご利用いただけます。

●節分（定員：親子10組）※若干空きあり
日時：1/28㈭ 10：00～11：30
場所：おしゃべりサロン

●クリスマス会（定員：親子25組）※満席のためキャンセルまち
日時：12/23㈬ 10：00～11：30
場所：イオンモール 4F イオンホール　

参加無料 要申込

参加無料

要予約



10/2110/21リモート会議セミナーリモート会議セミナー
１０月２１日（水）アスティとくしま１階の第２会議室において、

「初めてのリモート会議 集まらない会議のすすめ」と題し、
セミナーを行いました。
３密を避けるために、会場のキャパシティに対し半分以下の
参加人数に限定、ソーシャルディスタンスを確保したうえで、
入場の際には、マスク着用のお願い、手指の消毒、検温を徹底するなど、コロナ対策を十分に行っての開催としました。
冒頭、主催者挨拶の中で、財団専務理事より、このセミナーの企画意図を説明した後、パソコン教室インストラクターの森尚美さんより、

リモート会議の必要性、有用性を解りやすく講演いただきました。その後、リモート会議を導入するために必要な機器、環境、ソフトの紹介。
そして、リモート会議でできること。そのために必要な予算などを、実際その場でリモート会議のソフトを使用しながら、解説。パソコン
さえあれば、今日からでもはじめられるような、とても解りやすいセミナーとなりました。

10/2810/28テレワークセミナーテレワークセミナー
１０月２８日（水）１週間後に開催した「ウチでもできるの？
テレワーク Afterコロナへの心構え」では、前回参加者の中から、
この会も連続でご参加いただくなど、熱心な事業所もありました。
前回に引き続き、パソコン教室インストラクターの森さんを
講師に迎え、リモート会議の導入に比べると、テレワークの
実施には向き不向きな業種があること、必要な機器、環境、ソフトなどのハードルが少し高いこと、実施するためには十分な調査と準備が
必要なことなどを講演いただきました。
参加者からは、「コロナ以前より近い将来テレワークを取り入れたいと思っていた。割と難しいことも含めて大まかなイメージがつかめた。

これから導入に向けた調査と準備を行いたい。」といった声も聞かれ、今回のコロナ禍由来だけではなく、労働力不足をどの様に補うかといった
大きな課題を確認できたセミナーともなりました。

新型コロナウィルス感染症拡大の影響で経済活動が制限され、事業のオンライン化が進む中、今後 持続可能な企業活動の
ために、リモート会議のシステム構築やテレワークの導入といった対応が求められています。
今回、多くの中小企業が直面する課題に対し、あわ～ず徳島では、After コロナ、With コロナ、ニューノーマル時代に合った
事業所運営に役立つテーマとして特別セミナーを２つ開催しました。

Afterコロナ社会へ向けたあわ～ず徳島特別セミナーを開催
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前回、第1回委員会では、あわ～ず徳島の歴史と現状、
課題について委員全員で共有しました。
少子高齢化・労働力人口の減少、働き方改革、withコロナ、

新しい生活スタイルなど、私たちを取り巻く社会状況の変化
のスピードは加速しており、それはあわ～ず徳島の事業にも
大きく関連しています。そこで、
県内中小企業とその従業員の福利
厚生制度に対する意識、サービス

の利用状況、あわ～ず徳島に期待すること、要望などを含めてアンケート調査を行い、あわ～ず徳島の未来を
創造する礎としたいと考えています。
第2回委員会では、そのアンケート調査についての調査項目や対象、実施期間、手段などを具体的に検討

しました。年内にアンケートを実施し、その結果を踏まえ、第3回目の委員会を開催し、社会状況の変化に伴う
現状分析をもとに、ニーズに合った新たな仕組みやサービスを検討する予定です。
また、現状における事業主向けの新たなサービス、会員向けにＩＴを活用した新しいサービスについて事務局
から提案をしました。

1010/303010月30日㈮ 第2回あわ～ず徳島未来検討委員会10月30日㈮ 第2回あわ～ず徳島未来検討委員会
～Update Meeting～を開催しました。～Update Meeting～を開催しました。






