一宮地域ふれあいサロン予定
8 月 17 日（火）

多賀サロン

多賀集会所

8 月 21 日（土）

撫サロン

撫集会所

人権映画上映会

8 月 23 日（月）

桜みちサロン

西集会所

消臭剤づくり

消費生活センターからお話

8 月 23 日（月）

山辺サロン

山辺集会所

多肉植物寄せ植え

8 月 27 日（金）

入野サロン

入野集会所

淡路市栄養士さんのお話

9月

2 日（木）

明神サロン

明神集会所

リハビリ教室、人権映画上映会

9月

6 日（月）

深草サロン

深草集会所

簡単脳トレ

9月

8 日（水）

山田さくらの郷

中田さんの手芸教室

9月

9 日（木）

江井コミセン

人権映画上映会

山田さくらの郷サロン
江井サロン

令和 4 年度採用職員

◎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
ん応援しています!!
◎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。
外出支援員（パート）(北淡)
資
格
自動車免許
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
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
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

就職説明会

場所：ゆうゆうライフ（北山）
☆かおりの丘在宅介護支援センター
0799-86-0668（担当 清水）
☆ゆうゆうライフケアプランセンター
0799-85-2040（担当 引野）
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８月に入りましたが残暑厳しい日が続いています。コ

スを利用してもらいたい」と話されました。また、運行当

インターンシップ（職場体験）のお知らせ

ロナワクチンの接種も市内では進んでいますが、暑い中

初から関わる池本道治さんは、「山田地区の生活圏を

対

３５歳未満

でのマスク着用も必要なため、熱中症等の体調管理に

考える上では、五色行きの運行で、今回やっとスタート

（R４年４月１日時点）

はくれぐれも注意が必要だと感じています。

ラインに立つことができた」と思いを吐露されました。

象 者

年齢
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～

さて、５月号の続報になりますが、山田地区は市境

「のってまもろうハピバス山田」を合言葉に私も今回、

に位置しており、「ハピバス山田号」の運行当初から五

昨年度実施した山田地区全戸へのアンケート調査や会

色方面への乗り入れが課題となっていました。

議などで関わらせてもらう中で、人を動かすのは制度や

市町村有償運送として運行していることもあって、当

政策ではなく人の熱意であるといことを学ばせていただ

※参加希望者は下記までご連絡ください。なお、職員

該市（淡路市）を跨いでの運行が行えないということが、

きました。これから地域福祉をすすめる上で取り組む基

採用に関する詳細は、今後本紙においてお知らせしま

これまで制度上の大きな壁となっていました。運行主体

礎にしていきたいと思います。

す。

である山田まちづくり協議会では、「自分たちの交通手

今回は山田まちづくり協議会での取り組みについて書

段は自分たちの手でまもる」と、乗り入れ実現に向けて

かせていただきましたが、交通空白の課題は何も山田

あきらめることなく、調査や議論を続けてきました。

地域だけに限ったことではありません。

14:45

お問い合わせ

淡路市社協本部 62‐

5214
『自宅の売却トラブルにご注意！！』

その積み重ねの結果、淡路市地域公共交通会議に

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：８月１０日（火）
10：00～11：30

第１４１号 支えあいセンターだより

事例①朝１０時から夜９時半まで家を売るよう勧誘
され、強引に契約させられた。事例②「このマンシ
ョンは１０年後には取り壊される」という嘘の説明
を信じて相場より安く契約してしまった・・・。
⇒・自宅を不動産業者に売却した場合、クーリン
グ・オフはできません。
・わからないことがあれば、解決するまで契約しな
いようにしましょう。
・勧誘が迷惑だと思ったらきっぱり断りましょう。
・契約前に、信頼できる人に相談し、なるべく一人
で対応しないようにしましょう。
淡路市消費生活センター0799-64-0999

一宮地域ではもとから公共

おいて、山田地区住民の悲願であった五色行きへの要

交通がない交通空白地や、公

望の声が届き、現行の郡家、志筑ルートに加え、令和３

共交通があっても在所では（山

年の１０月１日（金）より五色方面（洲本市）への都志ル

間地域）バスの停留所まで歩け

ートと鮎原ルートの運行が開始することが決まりました。

ない距離にある所が無数にあり

同協議会の会長である大田原正直さんは、「今まで

ます。その他、生活の課題などすぐに解決には結びつき

五色診療所がかかりつけ医だけどという声に応えること

ませんが、できないではなく、どうしたらできるかという話

ができなかったが、10 月からは運行することができる。

し合いをし、一緒に考えることを住民のみなさんと続け

この延伸が１つのきっかけとなり、町内会長さんや協力

ていきたいと考えています。

していただいている仲間と 1 人ひとりの声を拾いハピバ

（だいどう）

この広報誌は、みなさんからお寄せいただいた「赤い羽根 共同募金」の配分金の一部を活用して発行しています。
共同募金は、地域福祉の貴重な財源として活用させていただいています。
☆この広報誌が不要となった場合は、資源ゴミのその他の紙類としてリサイクルにご協力をお願いします

さぬきうどん幸来
あいあいスペシャル企画イベント！！
夏休み限定こども弁当作ります。（テイクアウト）
8/17( 火 ) ・ 8/20( 金 ) ・ 8/24( 火 ) ・ 8/27( 金 ) ・
8/31(火)の 5 日間、

おかげさまで 10 周年 限定特別メニューはじめました!!

が、自分らしくいきいき働く姿を、市民の皆さんに知
ってもらうことを目的に 2011 年７月にオープンしま
ることができました。10 周年を記念して限定特別メニュ

・8/17(火) から揚げ丼（３００円）

手作り募金箱
大募集！

「さぬきうどん幸来(はぴくる)」は、障がいのある人

した。この度、多くの皆さんのおかげで 10 周年を迎え

【 メニュー 一覧 】

赤い羽根 募金百貨店

ーの販売を開始しました。ぜひ、ご賞味ください。

淡路市内の小学生 を対象
に、手作り募金箱を募集して
います。

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

応募作品：「赤い羽根」または｢共同募金」を表
示した手作り募金箱

舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡

・8/20(金) 魚フライ弁当（３００円）

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

応募点数： ひとり１作品

・8/24(火) オムライス（３００円）

いカタチの募金活動です。6 月１日から６月末日まで、

応募方法： 最寄りの社協地域支えあい

・8/27(金) 肉だんごの甘酢弁当（３００円）

500 円

合わせて ８,５８７ 円 のご寄付をいただきまし

センターに８月２０日から

甘辛い牛肉とごぼうのかき

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた店

９月１０日までに提出

揚げで、風味豊かなうどんに

舗のみなさま、ありがとうございました。

肉ぶっかけうどん

・8/31(火) 三色丼（３００円）
☆ご飯は大盛りも出来るよ。いっぱい食べてね！！
（おとな分の注文は 一食５００円となります）

仕上がりました。

＊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）

ご注文・お問い合わせ あいあい作業所

辛麵うどん

電話・ファックス：０７９９（８５）２８８２
＊ご注文は前日の 12 時までにお願いします。
＊お弁当の受け渡しは 11 時半頃から 13 時頃まで

500 円

麺屋 ZOE 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

韓国風の辛いうどん。するめ

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

のキムチと温泉卵がえぇ～

カットハウス ロング様（佐野）

参加特典： 応募された方全員に、
あかはねちゃんグッズをプレゼント！
＊製作された募金箱を、今年度１０月１日から
の共同募金運動で活用する場合があります。
みなさんの応募お待ちしています！

仕事してます。

(あいあい作業所に来てね！！)
さぬきうどん幸来 70-1546／11 時～14 時(土日休)

淡路市社会福祉協議会第９期役員改選のお知らせ
去る６月２５日淡路市社会福祉協議会第 46 回定時評議員会が開催され、任期満了に伴い理事１３名・監
事２名の選任が行われました。その後、第１６５回理事会にて、会長に小南廣之さん、副会長に大畑和典さ
ん、松田和義さん、常務理事に山添光城さんが選任されました。
第９期においても、役職員一丸となって地域福祉の推進に努めて参りたいと思います。これまで同様、本
会に対しましてのご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。
理事 定数１３名

順不同・敬称略

梅雨も明け、暑い夏を迎えています。
新型コロナウイルスの感染拡大するなか、オリンピ

さて、かおりの丘デイサービスセンターより近況をお

は、七夕祭りで昼食に流しそうめんを行いました。い

伝えします。７月の行事ではミックスジュース屋さんを

つもは、流れる素麺を箸でとって食べますが、今年

実施しました。皆様好きなフルーツを選んで、美味し

は、流れる素麺を箸でとって、皆さん各々の器に盛

そうに飲まれていました。また、七夕には笹に願い事

付けを行いました。具材を載せて、七夕素麺の完

を書き、飾り付けを行いました。皆様の願い事が叶え

成。形は変わっても四季折々の季節を感じることを

ば嬉しいです。

名前

選出団体等

役職

名前

地域

会長

小南 廣之

東浦運営委員会

理事

坂惠 正和

北淡運営委員会

副会長

大畑 和典

岩屋運営委員会

〃

河野 さかゑ

一宮運営委員会

り前の生活が送れる日が来るのを願うばかりです。

副会長

松田 和義

北淡運営委員会

〃

池奥 義和

一宮運営委員会

しおさいでは感染予防対策のうえ、８月中旬より

理事

魚住 幸市

連合町内会

〃

幡井 人憲

東浦運営委員会

認知症対応型デイサービスも再開する予定です。

〃

関 美恵子

津名運営委員会

〃

嶋本 敏美

健康福祉部長

空床・緊急ショートステイとともに、入居者職員一同

〃

伊藤 良子

津名運営委員会

常務理事

山添 光城

知識経験者

で、より家庭的な雰囲気で馴染みやすい事業所を

〃

松帆 悦子

岩屋運営委員会

監事

大切にしたいものです。どうか早く地域の中でも当た

作っていきます。また必要な際は、ご担当のケアマ
ネージャーさんを通してご相談ください。今後とも、し

廣岡 卓樹

財務管理有識者

監事

高田 利弘

社会福祉事業有識者

ましたね。

ックも感染予防に気を付けながら開催中です。７月

役職

監事 定数 2 名

皆様こんにちは。梅雨も明け、暑さも厳しくなってき

おさいをよろしくお願い致します。

プランター栽培ではきゅうりやピーマンなどの夏野菜
の収穫を行いました。どれも立派で美味しそうでした。
これからも皆様が楽しんで頂けるようなデイサービスを
目指していきますのでよろしくお願いします。サービス
利用のご相談もお待ちしております。お気軽にお問い
合わせください。
これから気温もどんどん高くなってきますので、体調
管理をしっかりと行っていきましょう。今後とも、かおり
の丘・ヴィラ一宮をよろしくお願いいたします

