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社協だより

地域支えあいセンターいわや

行事名

日（曜日）

場所

日（曜日）

行事名

場所

住

所

淡路市岩屋 1514-18

15日（木）

たこサロン
（13:30～）
岩屋つながりねっと （サロン後）

片浜公会堂
〃

電

1日（木）

サロンほっとほっと
岩屋つながりねっと

（13:30～）
（サロン後）

つながり
〃

2日（金）

絵島サロン
岩屋つながりねっと

（13:30～）
（サロン後）

東の町集会所
〃

5日（月） 開京サロン

（13:30～）

開京集会所

6日（火） つながり代表者会

（10:00～)

つながり

長浜サロン
岩屋つながりねっと

（13:30～）
（サロン後）

長浜集会所
〃

西の町サロン
岩屋つながりねっと

（13:30～）
（サロン後）

西の町集会所
〃

7日（水）
8日（木）

9日（金） つながりファームサロン （10:00～）

（10:00～)

サロンぬるゆ
給食サービス
21日（水）
松帆サロン
岩屋つながりねっと

（10:00～）
谷山公会堂
（11:30～） 岩屋保健センター
（13:30～）
松帆集会所
（サロン後）
〃

つながり

27日（火）

茶間サロン
（13:30～）
岩屋つながりねっと （サロン後）

喫茶たかた
〃

28日（水）

西岡サロン
（13:30～）
岩屋つながりねっと （サロン後）

西岡公会堂
〃

29日（木）

田の代サロン
（13:30～）
岩屋つながりねっと （サロン後）

田の代集会所
〃

（13:30～）
（サロン後）

橋本集会所
〃

1３日（火） ちひろサロン

（13:30～）

別所公会堂

かもめの会
14日（水） サロン大和島
岩屋つながりねっと

（13:30～） 岩屋保健センター
（13:30～）
神ノ前集会所
31日（土） 子どもの地引網体験 （10:00～）
（サロン後）
〃

1２日（月）

サロン橋本
岩屋つながりねっと

つながり広場

20日（火） ちゃれんじサロン

30日（金）

鵜崎サロン

（13:30～）
岩屋つながりねっと （サロン後）

話

0799-72-0084

ＦＡＸ

0799-72-0088

Ｅmail

iwaya@awaji-csw.or.jp

◎ひきこもりサポーター養成講座とは？

鵜崎集会所

ひきこもりについて正しく理解し、
「ひきこもる人」への偏見や差別意識を払拭し、
“正

〃

しく理解し共感的に受け止める”事が共有できる機会になることを目指し実施します。

田の代海岸

◎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、町内会や保護者会、
少人数での集まり等、お気軽にご相談ください。
会場は主催者側でご用意ください。

マイマートさんのお隣で平日のお昼からボランティアさんが開
けているサロンです。誰でもいつでも気軽に、立ち寄って下さい。

◎所要時間：45 分～60 分程度

ボランティアさん作成の手作りマスクも購入できます♪

◎費用：無料

【時間】13：30～16：00

◎内容：
「ひきこもりについて」
「地域ぐるみでかかわるために」等についてテキストを活

【内容】おしゃべりや手芸など。

用して講座をすすめます。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

【参加費】200 円程度（飲み物・お菓子代込み）

渡しします

♪♪どなたでもご参加ください♪♪

【問い合わせ先】岩屋地域生活拠点つながり

◎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いわや TEL ７２－００８４

ボランティア運営部 72-0084（社協事務局）

５月
小濃 たづ子 様（橋 本）
６月
匿名 様
長濱
昇
様（長 浜）
山市 久明 様（神ﾉ前）
南
孝子 様（神ﾉ前）
竹代 幸起 様（長 浜）

６月
山市 久明 様（神ﾉ前）
竹代 幸起 様（長 浜）

■淡路市からお願い
【資源ごみの焼却量を削減するために】
この広報誌が不要となった際には、資源ごみその他の
紙類としてリサイクルにご協力をお願いします。

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

らくらく号のお知らせ

（R４年４月１日時点）

ダイヤが大幅に乱れることが予想されるため、
下記の祭日は連休します。

７月２２日（木）・７月２３日（金）
また、選挙投票日は日曜日ですが、
らくらく号が運行します。ご利用ください。

７月１８日（日）は運行
一般社団法人やすらぎ会 電 話 0799-72-0144

３５歳未満

説明会日時

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。

学歴

高校卒業（見込み可）以上

日時：８月６日（金）10 時～14 時

資格

自動車運転免許

場所：淡路島冒険の森（淡路市楠本 314）

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。
お問い合わせ先
淡路市社協本部 TEL ６2-５２１４

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 72-0084 まで

新型コロナウィルス感染拡大予防に
努める日々が続いているため

淡路島岩屋漁協協同組合青年部
淡路市社協いわや
共同開催

赤い羽根

募金百貨店

〈開催予定日時〉令和３年

荒天時は８月７日に順延

マスクの着用と熱中症対策をお願いいたします。
マスク・水分・持ち帰り用の袋は各自でご用意くだ
さい。 （小学校低学年までは保護者同伴）

申し込み不要・お問い合わせ先
TEL 0799-72-0084（社協いわやまで）
（）

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

県民の地域活動への主体的な参加を促し、ボランタ

ます。

リー活動の裾野を拡大するとともに、県民自らが行う

ご希望の際は、最寄りの支えあいセンターにお問合せ

ボランタリー活動の支援を通じて、活動の安定的かつ

下さい。

継続的な発展を図ることを目的とした助成金です。

＊国土交通省からの通達により、国道２８号線沿線（歩

【助成額】 1 グループ・団体あたり

道・側道含む）にベンチを置くことはできませんのでご

3 万円が上限の全団体一律同額

了承ください。

ご注文品を販売日（火曜日）にお持ちします。
前日のお昼までにお電話ください。

社協の移動販売「いづかし号」
身近に起こった
消費生活関連について紹介します

『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。
事例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。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

（エントリー数により減額の可能性あり）
【エントリー受付期間】
令和 3 年 7 月 1 日～8 月 31 日
助成金の交付を受けようとするグループ・団体は、
エントリー（事前申込）が必要です。
申請条件や、エントリーについてのお問い合わせは、

「飛び出し坊や」 「ベンチ」 「和座敷チェア」

社協いわや 72-0088 まで。

【日 時】7 月 14 日（水）13:30～
【場 所】岩屋保健センター
【対象者】認知症を支える家族
【参加費】お茶代 100 円
・新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、中止となる

職員募集中‼

場合があります。

◎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ます!!

【お問い合わせ】社協いわや（中山）72-0084

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
募金です。
5 月１日から 5 月末日まで、合わせて 7,800 円のご寄

付をいただきました。お買い物いただいたみなさま、協
力いただいた店舗のみなさま、ありがとうございました。

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊
(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）
麺屋 ZOE 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）

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
（島内の身体障がい者、南あわじ市在住の小学生）
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
あわじユニバーサルスポーツの会 代表 清水真澄宛
〇申込記入事項：名前、学年（年齢）、住所、
電話番号、障がいの有無

◎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。

外出支援員（パート）【北淡】
資

格 自動車免許

グループホーム支援員（パート）【津名】
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

事務補助（パート）
資

格

自動車免許

介護支援専門員（嘱託・パート）
資

格 自動車免許、介護支援専門員

まずは、電話でお問い合わせ下さい

淡路市社協 なぎ やまさき ℡ 62-5214

新型コロナウイルス感染予防のため、毎日ご腐心されて
いることと存じます。このうっとうしい気分を吹き飛ばし
て、楽しいひとときを、過ごしませんか？
どうぞ園児・小中学生のお孫さんや子ども達を誘って、
気軽にご参加ください。
（上級を目指す方に、指導も可能）
。
岩屋卓球クラブでは、多少のラケットの予備や、自動球
打出器も用意しておりますので、お気遣いなくご利用いた
だけます。
※体育館は、運動靴かスニーカーに履き替えが必要です。

参加要領
○場所

淡路市勤労者体育センター

○練習日 毎週日曜日 14:00～16:00
○参加費 1 日参加お一人につき 100 円
お問い合わせ先
とまや

苫屋 俊次 090-3039-9024
中濱 智子 090-9870-4352

