日

時 間

行 事

名

場

淡路市社協だより

所

１０：００

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

１３：３０

花水木サロン（大町）

大町会館

7 月 14 日（水）

１０：３０

介護のはじめ

センターサロン寄り道

7 月 15 日（木）

１３：３０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

１０：００

大町上カフェ（大町）

大町上公会堂

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

高倉サロン（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：００

認知症カフェ“おひさま Cafe”

志筑

１３：３０

里サロン

里コミュニティプラザ

１３：３０

地域支えあいセンターつな運営委員会

津名ふれあいセンター

7 月 5 日（月）

７月２１日（水）
7 月 26 日（月）
７月２８日（水）
7 月 29 日（木）

９：３０

赤い羽根
◎福祉・介護職未経験の方も充実研修で安心…
◎子育てや介護との両立も大丈夫。 働くママさん応援
してます!!
◎施設・事業概要見学は随時受け付けています!!お気軽に
ご連絡ください。

募金百貨店

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐるプ
ロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店舗が、
地域のためになる商品をアピールしながら、淡路市の福
祉活動を応援する、地域支援につながる新しいカタチの
募金活動です。

外出支援員（パート）(北淡)
資

格

５月１日から５月末日まで、合わせて

自動車免許

のご寄付をいただきました。お買い物いただいたみなさ

事務補助（パート）
資

格

ま、協力いただいた店舗のみなさま、ありがとうござい

自動車免許

格

自動車免許、介護支援専門員

業務内容

知的障がいのある人が暮らすグループ
ホームでの支援業務(夜勤あり)
資
格
ヘルパー２級以上優遇
まずは、お電話でお問い合わせ下さい
淡路市社協 なぎ、やまさき TEL 62-5214

令和 4 年度採用職員 就職説明会
インターンシップ（職場体験）のお知らせ
対 象 者

年齢

３５歳未満
（R４年４月１日時点）

学歴

高校卒業（見込み可）以上

資格

自動車運転免許

説明会日時 令和 3 年 8 月 20 日（金）9:30～14:45
※参加希望者は下記までご連絡ください。なお、職員採用に
関する詳細は、今後本紙においてお知らせします。
お問い合わせ

淡路市社協本部

６月１６日水曜日、大町上公会堂でサロンから
形態を変えたカフェ方式のコミュニティカフェが
開催されました。テーブルにお品書を置いてカフ
ェ風にし、BGM も流れ公会堂がお洒落な雰囲気に
なりました。参加された方は、コロナ自粛もあり
「久しぶりやなぁ」と声を掛け合い、話がつきない
様子でした。
「出入り自由なので、途中からでも気兼ねなく
参加できて良かった」と、短時間でも参加出来ると
いう手軽さが好評でした。「今度は、お弁当でも取
りたいなぁ」との声も出るなど、来月も楽しみにさ
れていました。

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

グループホーム支援員（パート）(津名)

62‐5214

この広報誌が不要になった場合は、資源ゴミの「その
他の紙類」としてリサイクルにご協力お願いします。

(株)樫岡石油 様（大谷）
麺屋 ZOE 様（志筑）

(有)大正あん 様（志筑）
一宮オイル(有) 様（多賀）

HAGI 美容室 様（志筑）

やき焼亭 様（志筑）

カットハウス ロング様（佐野）

『眼鏡型の拡大鏡、着用したまま歩くと危険です』
事例①眼鏡型の拡大鏡を着用したまま歩いたら、段差
で転倒し骨折した。②眼鏡型の拡大鏡を 30 分使用し
たら、目の焦点が合わず、吐き気がするほど気分が悪
くなった。
⇒眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度のものを拡大して
見るための商品です。着用したまま歩行すると転倒す
る恐れがあるのでやめましょう。購入前に使用感を確
かめたり、眼鏡との重ねが
けも試しましょう。頭痛、
めまい、吐き気が起こるこ
ともあります。眼や見え方
に異常を感じたら使用を中
止しましょう。
淡路市消費生活センター
0799-64-0999

住

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214

ＦＡＸ

0799-62-5503

コミュニティカフェ始まりました！

ました。

介護支援専門員（嘱託・パート）
資

７,８００ 円

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンター つな

手を動かしながら脳トレ♪

カフェのようなくつろげる雰囲気♪

↑飲み物は何にしようかな？
←町内会長の奥さん手作りのウエ
ルカムボード

６月１６日水曜日、在会館で先月のプランターファーム
に引き続きコミュニティカフェが開催されました。今回は、
天候が悪かったためか少人数の参加でしたが、近況を報告
し合ったり、手遊びをしながら脳トレを行い、間違ってもみ
んなで笑い合いながら楽しいひと時を過ごしました。
次回の内容について話し合う中で、お抹茶を立てられる
人が参加者にいるので「お茶会もいいな」、「防災について
も考えたいな」など様々な意見が出ました。話し合いの結
果、来月は万が一に備えて、心肺蘇生法、地域のどこに AED
があるかを学ぶ予定になりました。

コミュニティカフェは、開いている時間なら、いつでも誰でも気軽に出入りできることが特徴です。ま
た、「来月は何かしないといけない」という決まりもありません。「新しく地域やグループで集まってみ
たいな」と思われる方は、気軽に社協までご相談ください。

この広報誌は、みなさんからお預かりしま
した「赤い羽根共同募金」の一部を財源にし
て発行しています。みなさんからお寄せいた
だいた募金は、地域の福祉活動の貴重な財源
として活用させていただいています。

この助成金は、県民の地域活動への主体的な参加を促
し、ボランタリー活動の裾野を拡大するとともに、県民
自らが行うボランタリー活動の支援を通じて、活動の安
定的かつ継続的な発展を図ることを目的としています。
◆エントリー受付期間
７月１日（木）～８月 31 日（火）
◆申請条件
・県内において継続的にボランタリー活動を行う法人
格を持たないボランティアグループ
・団体の構成人数が５人以上
・助成対象経費が５万円（税込金額）以上
・10 日以上の活動実施があること
以上のすべての条件を満たしているグループ、団体で
あること
◆助成金額
１グループあたり３万円上限
（エントリー受理数により助成額が決定するので、３万
円より減額となる可能性があります）
◆お申込み、お問い合わせ先
社協本部・つな 62-5214（大場）

中田地区の若草団地内の公園で、５月上旬にプランター
ファームを実施しました。「公園にプランターを置いて、み
んなで毎日水やりのお世話にきたらえぇやん」との意見が
あり、いくつかのプランターを公園で並べて複数での水や
りがはじまりました。
団地の方にその後の話を聞くと「公園に来たら、野菜の話
題があるから話も弾むんよ」との話、家に持ち帰って育てら
れている方では「（プランターを）こっちに置いた方が日当
たりえぇで」「でもやっぱり…」等、話が盛り上がっている
様子です。たくさんの花や実をつけて、ミニトマトやししと
うが育っている姿に「うちの団地で出荷できるんちゃう
か？」と冗談が出るほど（笑）。この機会を通じて顔を合わ
せる機会が増え、ご近所のつながりがさらに広がっていま
す。
今後も地域で見守り合っているプランターファームの近
況を紹介していきますので、「うちの地域も見に来て！」と
連絡もお待ちしております。

塩田地区の里ふれあい児童公園や、佐野地区の佐野よい
公園の楽しい遊具で遊びながら、みんなで気軽に交流しま
せんか？青空のもと（屋外）で、コロナの感染予防に気を
付けながら体を動かしましょう。
《佐野地区》
日時：７月２０日（火）１０時～
場所： 佐野よい公園（佐野新島５番地１）
《塩田地区》
日時：７月２８日（水）１０時～
場所：塩田里ふれあい児童公園
（宝生寺近くの里コミュニティプラザ横）
参加費：無料

地域で自分の居場所をみつけようと思っている
方や今の自分から一歩踏み出そうと考えている
方、家族のこと人間関係で悩んでいる方など、どな
たでも気軽に参加できます。
日時：８月６日（金）10 時～14 時
場所：プレイパーク淡路島冒険の森
（淡路市楠本 999）
対象者：ひきこもり状態にある本人
・家族・支援者
内容：冒険の森での活動＆昼食づくり＆
おしゃべり等でホっと一時タイム等
参加費：500 円（昼食代）
申込み・問い合わせ先 社協 TEL 62-5214

その他：雨天の場合は中止
申込は不要のため、当日直接お集まりください
※新型コロナウィルスの感染状況をふまえ、中止となる場合
があります。

お問い合わせ：社協 地域支えあいセンターつな
ＴＥＬ ６２―５２１４（大場・土居）

家族介護者教室のご案内

佐野よい公園

里ふれあい児童公園

～外で自然に触れながらリフレッシュしましょう～

◎ひきこもりサポーター養成講座とは？
ひきこもりについて正しく理解し、「ひきこもる人」

長澤 あわじ花の歳時記園にて草木染め体験

への偏見や差別意識を払拭し、“正しく理解し共感的に

日時：７月２０日（火）１３：３０～１５：３０
参加者：自宅で介護をされているご家族や
介護に興味のある方
参加費：材料費１０００円～１５００円
参加希望者は下記までご連絡をお願いします
千鳥会在宅介護支援センター
TEL ６２－７６００ 担当：沖田

受け止める”事が共有できる機会になることを目指し実

車いすテニス体験交流会
日 に ち 7 月 24 日（土）
場
所 南あわじ市文化体育館 メインアリーナ
時
間 第一部
10：00～11：30
第二部
13：00～14：30
募集定員 各 20 名
（南あわじ市内在住の小学生、淡路島内の身体障がい者）
参 加 費 100 円
主
催 あわじユニバーサルスポーツの会
協
賛 兵庫県障害者スポーツ協会
協
力 兵庫県車いすテニス協会
申 込 先 midoaoibin2000@yahoo.co.jp
〇申込記入事項：名前、学年（年齢）、
住所、電話番号、障害の有無
あわじユニバーサルスポーツの会 代表 清水真澄宛

施します。
◎どんな地域や団体で開催できるの？
民生委員・まちづくり協議会・ボランティアグループ等
の団体、少人数での集まり等お気軽にご相談ください。

「よーさん実がなってるで♪」

会場は主催者側でご用意ください。

淡路市からのお知らせ
町内会からの申請を受けて、淡路市善意銀行より「飛
び出し坊や」「ベンチ」「和座敷チェア」を払い出して
います。ご希望の際は、最寄りの支えあいセンターにお
問い合わせください。
※国土交通省からの通達により、国道２８号線沿線
（歩道・側道含む）にベンチを置くことはできませんの
でご了承ください。

「ベンチ」
「飛び出し坊や」「和座敷チェア」

◎所要時間：45 分～60 分程度
◎費用：無料
◎内容：「ひきこもりについて」「地域ぐるみでかかわるた

淡路市では、「ひきこもり」に関する相談窓口をご用
意しています。ひきこもりは、誰でも起こりえます。悩
みや苦しみを抱え込む前に「お悩み」や「気になってい
ること」など、どのようなことでも結構ですので、あな
たのタイミングでお気軽に下記の窓口までお聞かせく
ださい。
対 象
淡路市在住のひきこもりについて相談したい本人や家
族・支援を行っている人
相談相手
臨床心理士 鎌谷 安（かまたに やすし）さん
日 時：第 3 火曜日 14 時～17 時
ひとり５０分程度（１日につき３人まで）
お申込み・お問い合わせ
事前予約（先着順） 相談料は無料です
淡路市健康福祉部地域福祉課「ひきこもり」支援担当
ＴＥＬ 64-2510 ＦＡＸ 64-2546

めに」等についてテキストを活用してすすめます。受講修
了者には、「ひきこもりサポーターの証」のバッジをお渡
しします
◎申込み・問い合わせ
淡路市健康福祉部地域福祉課

TEL

６４－２５１０

社協 地域支えあいセンターつな TEL

６２－５２１４

注文品を販売日にお持ちします。津名地域は金曜
日が販売日ですので（原則祝日も販売します）ご希
望の方は前日のお昼までにお電話ください。
地域生活多機能拠点 いづかしの杜
TEL 80-2678 Fax 80-2677

