一宮地域ふれあいサロン予定
６月１５日（火）

多賀サロン

多賀集会所

人権映画

６月１５日（火）

撫サロン

撫集会所

最明寺のお寺さんのお話

６月１７日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

最明寺のお寺さんのお話

６月２１日（月）

桜みちサロン

西集会所

帽子のマグネット作り

６月２１日（月）

草香サロン

草香会館

おたのしみ

６月２２日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

淡路市栄養士さんのお話

６月２５日（金）

入野サロン

入野集会所

帽子のマグネット作り

６月２８日（月）

山辺サロン

山辺集会所

リメイク鉢で花植え

７月

５日（月）

深草サロン

深草集会所

人権映画

７月

８日（木）

江井サロン

江井コミセン

民踊同好会

採用者募集中!!

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!!
まずは、お気軽にご連絡ください。

地域支援員兼事務補助（パート）(岩屋)
資

格

グループホーム支援員（パート）(津名)
業務内容

格

自動車免許、ヘルパー2 級以上優遇

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)

デイサービス介助員又は調理員（パート）(一宮)
資

自動車免許

資

格

ヘルパー2 級以上優遇

作業所職員【障がい者就労支援員】
（パート）(北淡)
業務内容

生産活動・介護の支援や地域生活を

資

支える業務
自動車免許、ヘルパー2 級以上優遇

格

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

地域支援員兼事務補助（パート）(岩屋)

資
格
自動車免許
消費者被害にご注意を！

グループホーム支援員（パート）(津名)

『水回りの修理トラブルにご注意！』
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

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
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５月２２日（土） ２０：００ 多賀の浜の夜空をキャンパス

つながりと想いを集いが集まっていく姿を

に、花火が打ちあがりました。

目の当たりにして、事務局を担う私たちも

コロナを打ち払う悪疫退散とみなさんが元気になれるよ

「絶対に揚が（げ）るんだ！」という思いが強

うにとの願いが込められた３分間。７５発の花火にみなさん

くなりました。準備から実施まで本当にたくさ

それぞれに何かを感じたのではないでしょうか。

んの人が協働し、開催に向かってどんどん

すでにご承知のこととは思いますが、このプロジェクトは

と私たちも気持ちが明るくなりました。

一宮地域の各種団体によって実行委員会が組織され、地
域支え合いセンターが事務局を担いました。
企画の規模や会場での蜜を避けるために「シークレット

後日、地域のかたから「素晴らしいイベン
トをありがとう」「元気をもらった」「一宮で十何年ぶりに花火
が揚がった！」等多くの言葉が事務局に寄せられました。

開催」となり、内容をつまびらかにお知らせすることが難し

私たちはコロナでこれまでの力合わせの機会を失い、つ

く、地域のすべてのかたに周知できなかったことお詫び申

ながる力も弱まりました。しかしながら、今回の出来事は「コ

し上げます。また、このプロジェクトに約７０の団体や企業、

ロナだからこそできた力合わせとつながり」だったように思い

１５０人を超える個人のかたからお心遣いをいただき本当

ます。

に感謝しております。

実行委員、協賛いただいた方々のみならず、当日、安

当日は緊急事態宣言下であり、開催について心配もあり

全確保のため警戒に当たってくださった消防団のみなさ

ましたが、実行委員の「むしろこういう時だからこそ、コロナ

ま、翌日に多賀の浜の清掃活動をしてくださった婦人会の

に負けない思いでみんなを元気にしたい」との思いから決

有志の方にお礼と感謝を申し上げます。

日時：６月 1４日（月） 10：00～11：30

行することになりました。とりわけ、例年より早く梅雨入りした

花火ならではの大きな「音」に心が躍り、鮮やかな「光」

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）

ため天候も危ぶまれましたが、当日は好天に恵まれまし

に魅せられ、咲いた後に消えてゆく「刹那」にはかなさを感

た。みなさんの想いが通じたのだと思わずにいられません。

じたひと時でした。

（センター職員一同）

振り返れば、コロナ禍で、さまざまな活動が自粛を余儀
なくされ、つながりが途切れそうになり
ました。つながりをゼロにしたくない思

淡路市社協 なぎ、やまさき
『トイレが詰まったのでマグネット広告の業者に連
TEL 62-5214
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
られています。広告に書いてある料金だけで済むとは限
りません。作業を勧められても、すぐ契約せず複数業者
の見積もりを取り、慎重に検討しましょう。工事終了後
もクーリング・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

第１３９号 支えあいセンターだより

いはたくさんの方々に伝わり、次々と
つながりが息を吹き返し、広がりました。

淡路市社会福祉協議会・淡路市善意銀行に寄
附いただきありがとうございます。
寄付者の善意にお応えできるよう、地域福祉
活動に有効に活用させていただきます。
5 月 匿名 様 ‐‐１０，０００円

花火師を交えた実行委員
会での話し合い

安全確保のため、事前の
警備打ち合わせ

翌日の海岸清掃。最後ま
でありがとうございました。

今年度に入り、私たちの身近な所でも新型コ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、左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。

“淡路市共同募金委員会 からのお知らせ”
子供たちも仲良くお水やり。

４月２２日、東桃川村おこし女性部の方と天然よも

赤い羽根

募金百貨店

ぎの摘み取りをしました。去年教えてもらった摘み方

「みんなの気持ちがぐ～るぐるプロジェクト」

を覚えていた仲間は「先の柔らかい葉っぱだけ摘む

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

んやなー」「早くよもぎ餅食べたいわ。美味しそう。」と

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店

よもぎのいい香りが漂う中みんな

舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡

と話しながら作業が進みました。

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

山田駐在所のお巡

そしてまびいてから汚れを落

いカタチの募金活動です。
４月 1 日から４月末日まで、

りさんも住民の方と

として洗い、茹で方を教えてもら

合わせて ８,３５５ 円 のご寄付をいただきまし

一緒に夏野菜植え

いました。

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた店

トマトはどこに出来るの❣

に初挑戦❣

よもぎを使ったパウンドケー

舗のみなさま、ありがとうございました。

キ、蒸しパン、ういろうを作りま

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

す。美味しくできるでしょうね。

野菜植えるの初めてだ
今年は２１か所１８０名を越える方々と夏野菜

けどみんなと一緒だか

のミニトマトと万願寺とうがらしの植え付けが行われ

ら安心。今から収穫が

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

東桃川村おこし女性部のみな

麺屋 ZOE 様（志筑）

さんありがとうございました。

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

ました。

楽しみ❣

カットハウス ロング様（佐野）

植え付けからひと月以上経った現在、早い人は

プロジェクト参加店募集中！

トマトの葉が茂って、かわいい花をつけて実もたくさ
ん見える程に育っています。
そこで夏に向けての栽培ミニ豆知識冊子ができ
ました。必要な方は連絡お待ちしています。

一宮オイル(有) 様（多賀）

こんにちは。５月中旬に梅雨入りとなりました。
湿気も多く、過ごしにくい季節。体調には気を付
けて過ごしていきたいものです。
天候をみて敷地内での体操や散歩もしています。新型コ
ロナウイルス感染予防の生活のもと、やはり屋外に出て見る

こんにちは。暖かい日も多くなり気持ちいい季節になっ

今は我慢して手作りの鯉

景色はなんともよいもの。そして先日の一宮の夜空に上がっ

てきました。今回も引き続きかおりの丘デイサービスセンタ

のぼりアクリルたわしでお

た花火。久しぶりに空を見上げて元気をもらい、地域の心の

ーより近況をお伝えします。

家の掃除。次は又元気

つながりを感じました。

な顔を見せてね❣

５月の行事では端午の節句にくす玉を作りました。魔除

５月はしおさい恒例スポーツイベントのスカットボール大会

月のパンケーキ屋さんに続き、たこ焼き屋さんを実施しま

ですが、穴に特殊なカーブがつけてあり入りそうで入らないこ

した。焼きたてのたこ焼きを美味しそうに食べて、皆様喜

ともあってハラハラドキドキ。利用者さんの中には「プロ」と呼

んでいました。

ゴキブリ退治に大活躍のホウ酸団子づくり、

ばれる名手もいます。コロナ禍がおさまれば、皆さんにもっと

玉ねぎが目にしみるなぁ❣

知ってもらい一緒に楽しみたいスポーツです。

プランターファーム見守りプロジェクト以外でも“みんなのつ
ながりプロジェクト”を見つけました！
５月の山辺サロンで予定していた“ホウ酸団子作り”をボラ

続いて尾崎でも。浜ちどりサロンで予定していた“鯉
のぼりのアクリルたわし作り”を緊急事態宣言のため中
止しました。少しでも季節感を味わってもらおうとボラン

ンティアさんが参加者の代わりに作り、自宅に届けました。

ティアさんが鯉のぼりに手紙をつけてサロン参加者さ

「ワイワイ言いながらみんなで一緒に作りたかったけど、こん

ん、２７軒のポストに投函しました。

な時期だからサロン中止にしました。ゴキブリはコロナに関係

コロナ禍でも自分たちにできることを見つけて、活動を

なく元気だし、集会所の台所の分もいっぱいできてよかっ

止めず、つながりを切らさない思いをこれからも応援し

た」と、青空の下で笑顔で話されていました。

ていこうと思います。（うちこし）

けになるため皆様の健康も守ってくれそうです。また、先

を開催しました。スティックを使いで得点穴に入れるゲーム

また、かおりの丘デイサービスでは、プランターでの野
菜栽培を始めました。きゅうりやトマトなどの夏野菜を利用

新型コロナウイルスの予防接種も始まっていますが、しお

者と一緒に植えました。収穫が楽しみです。これからも皆

さいではもう少し先とのことです。無事、接種がすすみ、少し

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

でも普段の生活が送れるよう願うばかりです。5 月末からは

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

しおさいのショートステイも始まりました。

待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

地域に一つのグループホームとしてお役にたてれば幸い
です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

次回は施設の様子をお知らせいたします。これから暑
さも強くなって来ますので体調に気をつけていきましょう。

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☆

