時間は13:30～15:30で～す!!
地区

開催日

場所

内容

参加費

北淡地域の「福祉情報」や「地域情報」をお知らせする広報誌!!

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンターほくだん

持ち物等

淡路市浅野南 2-40
電

21
仁井

月

小田太田クラブ

手づくり帽子

200円

裁縫道具

24

木

仁井公民館

DVD鑑賞

100円

28

月

オアシス久野々

DVD鑑賞

200円

9

水

浅野県住集会所

かごの仕上げ

100円

15

火

西之町会館

願い星ストラップづくり

200円

28

月

中ノ町集会所

願い星ストラップづくり

200円

29

火

東ノ町内会館

クラフトテープでかご作り

300円

8

火

水越会館

願い星ストラップづくり

200円

24

木

斗ノ内里集会所

麦ザル作り

100円

21

月

北淡総合福祉センター

クラフトテープでかご作り

300円

23

水

浅野南集会所

願い星ストラップづくり

200円

7

月

黒谷公会堂

牛乳パックでイス作り

200円

14

月

生田集会所

手づくり帽子

300円

裁縫道具

15

火

育波公民館

クラフトテープでかご作り

300円

洗濯ばさみ・はさみ

22

火

育波集会所

ゴキブリ団子

300円

室津

11

金

室津ふれあいセンター

願い星ストラップづくり

200円

青空

16

水

富島住吉神社

青空子育てミーティング

無料

富島

浅野

育波

洗濯ばさみ・はさみ

洗濯ばさみ・はさみ

ロナウイルス感染者や接触者が増加し、社協とし
ても風評被害や本人家族への差別的な対応に対し
て、上記サインを淡路市内４団体とともに積極的
な啓発を進めています。

0799-82-0922

ＦＡＸ

0799-82-0913

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

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

本年度の「社協会費の納入」
「善意の預託」は
6 月から８月末まで期間を拡大して実施させて
いただきます

ご協力よろしくお願いします
今年もやろう！第 2 回！

プランターファーム見守りプロジェクト

10:00～

地域交流事業のご案内
＊ ６月の地域交流事業はすべて中止とさせていただ
きます。
ゆうらぎ・北淡荘 84-1717

今年度に入り、私たちの身近な場所でも新形コ

話

淡路市地域福祉課障害福祉係では、北淡事務所にて
障がい福祉に関する相談日を設けています。ぜひこの
機会をご利用下さい。
日時 ： 毎週 月曜日 ９時から１２時まで
場所 ： 北淡事務所 （祝祭日などはお休みします）
淡路市役所 地域福祉課 障害福祉係 64-2510

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。

５月 25 日、富島東ノ
町サロンに９名の淡路高
校の生徒（ライフサポー
ト系列地域福祉コース３
年次・花と緑と海のめぐ
み系列３年次）が訪ねて
くれました。この日は今
年も地域で野菜を育てな
がら、声かけやつながりの維持を目的として実施され
ている「プランターファーム見守りプロジェクト」に
協力できたらとの思いから、万願寺とうがらしとミニ
トマトの育て方や調理レシピなどが書かれた手づく
りの取扱説明書と肥料が手渡されました。
淡路高校では、毎年「淡高サロン」として富島地区
の高齢者を対象としたミニサロンを開催し、地域住民
との交流を図ってきましたが、昨年は新型コロナウイ
ルスの影響により開催を断念せざるを得ませんでし
た。そんな中でもコロナ禍において「何か地域の役に
立てることはないか」と考え、万能首巻（クールネッ
ク）作りを行い地域に配布されました。

そして今年も住民と協働できる活動として、プラン
ターファーム見守りプロジェクトへ参加。花と緑と海
のめぐみ系列３年次の生徒がトマトの苗栽培から携
わり、ライフサポート系列地域福祉コース３年次の生
徒とともに協力し、側面的に活動をサポートすること
で、多様なつながりが生まれました。
取扱説明書と肥料を受け
取った参加者のみなさんか
らは、
「早速帰って、肥料や
らなあ」との声があり、ま
た、水のやり方や肥料をあ
げる場所などの質問に高校
生が丁寧に答えていました。
コロナ禍においてさまざ
まな活動が制限される中、
つながりを切らさず、また
世代を超えた取り組みを今
後も地域で考えていきたい
と思います。

この広報誌は、みなさまからお預かりする「赤い羽根共同募金」の一部を財源に発行しています。

淡路市消費生活センターよりお知らせ

淡路市社会福祉協議会からのお知らせ

“淡路市共同募金委員会 からのお知らせ”
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」

「プランターファーム見守り
プロジェクト」参加！

デイサービス介助員又は調理員（パート）(一宮)
資

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。４月 1 日か
ら４月末日まで、合わせて ８,３５５ 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。

『トイレが詰まったのでマグネット広告の業者に連絡し
たら、便器や排水管の交換を勧められ 20 万円請求され
た。』広告マグネットやネット検索して修理を依頼したと
ころ、高額な料金を請求されたという相談が寄せられて
ん。作業を勧められても、すぐ契約せず複数業者の見積

一宮オイル(有) 様（多賀）

もりを取り、慎重に検討しましょう。工事終了後もクー

様（志筑）

募金百貨店プロジェクト参加店さまも、プ
ランターファームに参加されました。声をか
け合い、地域のつながりが広がっています。

カットハウス ロング様（佐野）

プロジェクト参加店募集中！

ＮＰＯ法人まあるくからのお知らせ

淡路高次脳機能障害家族会
｢いざなぎ｣
｢いざなぎ｣は、高次脳機能障害のある当事者や家族が
不安や悩みを話し合える場として平成２７年から集まり続け
ています。
家族会の中で｢高次脳機能障害とお医者さんから説明を
受けた時、初めて聞く言葉で何も分からず不安だった。症
状や対応など本をたくさん買って調べた｣と振り返り話されて
いました。
その中で、同じ悩みを抱えている人やこの病気をたくさん
の人に知ってもらいたいという思いで、自分たちの本を使っ
てもらえたら…と家族会で声が上がり、このたび新しくなった
｢津名図書館｣に約３０冊寄贈しました。
高次脳機能障害…病気やケガなどにより脳が損傷すること
で起こる言語や記憶、注意などの認知機能の障害。

淡路高次脳機能障害家族会｢いざなぎ｣
開催日：毎月第 2 金曜日（1 月・8 月は休み）
時 間：10:00～12:00
場
所：田井会館
問い合わせ先：0799-70－1575（事務局 杉山）

自動車免許、ヘルパー2 級以上優遇

業務内容

生産活動・介護の支援や地域生活を支

資

える業務
自動車免許、ヘルパー2 級以上優遇

格

地域支援員兼事務補助（パート）(岩屋)
資

格

自動車免許

グループホーム支援員（パート）(津名)

います。広告に書いてある料金だけで済むとは限りませ

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）
HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭

格

作業所職員【障がい者就労支援員】（パート）（北淡)

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊
麺屋 ZOE 様（志筑）

『水回りの修理トラブルにご注意！』

リング・オフできる場合があります。悩んだ時はご相談
ください。

淡路市消費生活センター0799-64-0999

業務内容
資

格

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）
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

淡路市からのお知らせ

妊婦さんのための

元気っ子ママカフェ

淡路市では、「ひきこもり」に関する相談窓口をご
元気っ子ママカフェは、妊娠中のママ達と助産師が、 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
これから生まれてくる赤ちゃんのお世話について、一
ていること」など、どのようなことでも結構ですので、
緒に考える｢場所｣です。
あなたのタイミングでお気軽に下記の窓口までお聞
日程と内容（予約制）
かせください。
6 月 21 日（月） 赤ちゃんのお風呂
対 象
7 月 12 日（月） 心配事や不安な事等何でも個人相談日
淡路市在住のひきこもりについて相談したい本人や
8 月 16 日（月） オムツの当て方と赤ちゃん用品
家族・支援を行っている人
日程の変更があればホームページやＳＮＳでお知らせします
時
場

間：10 時 30 分～11 時 30 分
所：淡路市子育て世代包括支援センター“おむすび”内
アルクリオ 3 階
内 容：助産師による少人数または個別相談
参加費：無料
妊婦さんはどなたでも利用できます。
パートナーとの参加も可能
問い合わせ先
ＮＰＯ法人淡路島ファミリーサポートセンターまあるく
淡路市志筑新島 10-3 アルクリオ 3 階
ＴＥＬ 70-1472 平日 10 時～16 時

相談相手
臨床心理士

鎌谷 安（かまたに やすし）さん
６月１５日（火）１４時～１７時
日 時
７月２０日（火）１４時～１７時
８月１７日（火）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。
淡路市地域福祉課「ひきこもり」支援担当
ＴＥＬ 64-2510 ＦＡＸ 64-2546

日 時：6 月 10 日（水）13 時～15 時
場 所：北淡総合福祉センター
参加費：50 円（お茶代）
地域支えあいセンターほくだん

電話

82-0922

みなさまから寄せられたエコキャップは、再生プラ
スチック原料として換金され、エコキャップ推進協会
を通じて医療支援や障がい者支援等、様々な社会貢献
活動にあてられます。
集めていただく際のお願い
☆キャップ以外の物は入れないでください。
☆キャンペーン用シールは、はがしてください。
☆きれいに水洗いをお願いします。
集まった数
累計個数 6,775,109 個（3 月 19 日現在）

