一宮地域ふれあいサロン予定
７月１４日（水）

山田さくらの郷サロン

山田さくらの郷

人権映画

７月１５日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

スクラッチアート

７月１７日（土）

撫サロン

撫集会所

西谷栄養士さんのお話

７月１９日（月）

桜みちサロン

西集会所

簡単体操でフレイル予防

７月１９日（月）

草香サロン

草香会館

帽子のマグネット作り

７月２０日（火）

多賀サロン

多賀集会所

帽子のマグネット作り

７月２６日（月）

山辺サロン

山辺集会所

人権映画

７月２７日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

人権映画

深草サロン

深草集会所

帽子のマグネット作り

８月

２日（月）

採用者募集中!!

消費者被害にご注意を！

社協で一緒に働きませんか？
◎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

令和４年度採用職員 就職説明会

『眼鏡型の拡大鏡、
着用したまま歩くと危険です』
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昨年度策定された淡路市社会福祉協議会 第三次地域福祉推進計画「縁があふれ
るまち推進プラン」に基づき、今年度、地域支えあいセンターいちのみやでは、以下の３つ
の重点目標を掲げ、みなさんと話し合いを重ねながらすすめてまいりますのでよろしくお願
いいたします。

① 小学校や中学校とのつながりを意識した福祉学習
一宮管内の小学校と進めてきた福祉学習について、一度だけの体験に
終わらず、年間を通してテーマを持って子どもたちが学べるように、先生がた
と話しあいを重ねていきます。また、障がいのある当事者にも登壇していただ
き、当事者、子どもたちにとって実りのある場にしていきたいと考えています。

② 生きづらさを抱えた人たちが集える場づくりに向けての検討
コロナ禍の中で、よらんか学園等、生きづらさを抱えた人たちが集える
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

場所も自粛を余儀なくされ、ゆうゆうライフだけでなく、地域の中でも集え
る場ができればと考えさせられた１年でもありました。みなさんと意識を共
有しながら、集える『場』づくりに向けて話しをすすめていきます。

③ いちのみやの在りたい地域・未来へ向けた話し合い
今ある地域の宝（活動）を探しながら、これからの一宮地域について
子ども、障がい、高齢者などといったこれまでの領域にとらわれることなく
住民のみなさんと一緒になって考える機会をつくります。

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）

さらに、昨年度からコロナの中でも、工夫しながら
再開したり、継続している取り組みを、今年度もみな

学歴

高校卒業（見込み可）以上

さんと一緒にすすめていきたいと考えておりますので

資格

自動車運転免許

よろしくお願いいたします。

センター職員一同

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 62‐5214

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。

フィットチーネ(平麺のスパゲティ)をぽん菓子の機械

社協の移動販売
『いづかしの杜』だより

で叩いてみました。マカロニとは、また違うパリパリした食
感でお酒のおつまみに最適商品です。
商品名は『ほんまけパスタ』コンソメ味・カレー味・たこ
焼き味の３種類があります。
ひまわり作業所の商品、はいチーズ(七味・柚子胡

ご注文品を販売日にお持ちしますので、ご希望の
方は前日のお昼までにお電話ください。一宮地域は
木曜日が販売日です!!（原則祝日も販売します）
地域生活多機能拠点 いづかしの杜
TEL 80-2678 Fax 80-2677

椒)の大人味とあいあい作業所のほんまけパスタの詰
め合わせを作ってみました。みなさんから沢山の注文
を頂き、作業する仲間の表情も真剣で力も入りました。
今回は、父の日限定商品として作りましたが、地域
の方にもっと知ってもらえる様に定期的に市役所・多賀
の直売所でも販売していきます。
甘いぽん菓子は長年みなさんから親しまれています
が、暑くなるこの時期には
冷たいビールや辛いおや
つが欲しくなる時期です。
ぜひ食べてみてください。

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）

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

行より「飛び出し坊や」「ベンチ」「和座敷チェア」

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

を払い出しています。ご希望の際は、最寄りの支

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、
新しいカタチの募金活動です。５月 1 日から５月末日

ませんのでご了承ください。

ことなどを気軽に話してみませんか？ぜひ一度のぞいて

した。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた

みてください。お待ちしています。

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＊
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）

ターより近況をお伝えします。
６月の行事では梅雨で雨が多くなったので、てるて

「社協会費」
「善意の預託」に
ご協力ありがとうございます。

てきました。熱中症はじめ体調には気を付けて過ごし
ていきたいものです。

県民の地域活動への主体的な参加を促し、ボランタ

しおさいでは、先日、施設内で感染予防対策のも

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

と、運動会を行いました。玉入れ、風船割、パン食い

ンタリー活動の支援を通じて、活動の安定的かつ継続的

競争などなど。皆さんのお身体の状態に合わせて、楽

な発展を図ることを目的としています。

る坊主作りを行いました。また、ピンス焼き屋さんを実

しく参加されています。特にパン食い競争の皆さんの

施し、甘くて出来立てのピンス焼きを美味しそうに食

素敵な表情は最高でした。

べて、皆様喜んでいました。
プランター栽培ではきゅうりやピーマンなどの夏野
菜が順調に育ってきており、収穫が楽しみです。
これからも皆様が楽しんで頂けるようなデイサービ

令和３年７月１日～８月３１日

しおさいでもいよいよ７月と８月初旬にワクチン接種
の見込みです。全国でも地域でも

【エントリー受付期間】

色々な形でワク

チン接種が進んでいくようです。接種後も、感染予防

【申請条件】
・県内において継続的にボランティア活動を行う法人
格を持たないボランティアグループ

対策のもと、コロナ禍での生活は続きます。

・団体の構成人数が５人以上

スを目指していきますのでよろしくお願いします。サー

少しでも早く、今までの地域での暮らしが取り戻せるよ

・助成対象経費が６万円（税込金額）以上あること。以

ビス利用のご相談もお待ちしております。お気軽にお

うに願い、1 日 1 日を大切に過ごしていきたいと思い

上のすべての条件をみたしているグループ、団体で

問い合わせください。

ます。

あること

また次回施設の様子をお知らせいたします。体調
をしっかりと整えて夏を乗りきっていきましょう。
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。

「飛び出し坊や」
「ベンチ」

こんにちは。梅雨のさなか、蒸し暑さもより一層増し

さて、今回も引き続きかおりの丘デイサービスセン

「和座敷チェア」

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

寄って見てください。

暑い日が多くなり、夏の訪れを感じています。

※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

あいあいにも有りますので

こんにちは。

えあいセンターにお問い合わせください。

淡路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる

経験豊富な仲間と、日頃の不安や体験談、失敗した

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）

町内会からの申請を受けて、淡路市善意銀

「みんなの気持ちがぐ～るぐるプロジェクト」

まで、合わせて 7,８００ 円 のご寄付をいただきま

日時：7 月 12 日（月） 10：00～11：30

淡路市善意銀行からの
お知らせ

今後ともどうぞよろしくお
願い致します。
グループホームしおさい
住所淡路市郡家 374-1
TEL：0799（80）5050

【助成額】

１グループ・団体あたり
３万円が上限の全団体一律同額
（エントリー数により減額の可能性あり）

エントリーについてのお問い合わせは、
社協いちのみや ： 電話 85-2040

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

