淡路市社協だより
日

時 間

9 月 15 日（水）

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

9 月 16 日（木）

１３：３０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

１０：００

認知症カフェ“おひさま Cafe”

志筑

１３：３０

里サロン（塩田）

里コミュニティプラザ

９：３０

高倉サロン（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：００

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

９月２２日（水）

９月２７日（月）

行 事

名

場

所

淡路市社会福祉協議会では、８月から社協会費の

①事務補助・地域支援員（パート）
資

格

住

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214

ＦＡＸ

0799-62-5503

志筑地区では、メダカを提供してくれる方の協力があ

殿下町内会は、７月より『いきいき１００歳体操』

り、メダカすくいを楽しんだことが口コミで広がり、3

が始まりました。７月１３日（火）に『メダカすくい』

箇所で行われた様子をお届けします。

を実施し、好評だったので、子ども達の夏休みの思い

納入並びに善意の預託へのご協力をお願いしており
◎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。

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンター つな

出になればとの声から、８月２１日（土）に第２弾が

ました。社協会費・善意の預託は、住民の皆さまと

連上町内会では毎月１回、連上会館で「連上サロン」

ともに推進する地域福祉活動において、欠かすこと

を開催しています。コロナ禍でも、つながりを切らさな

のできない財源です。「一人ひとりを大切にできる

いようにと色々な工夫をされています。７月１２日（月）

連れで賑わい、「今日のことを絵日記に書こう！」と

まちづくり」の推進のために大切に活用させていた

に『メダカすくい』を開催。皆さんメダカすくいに夢中

喜ばれていました。

だきます。引き続き地域福祉の推進に温かいご支

になっている様子で「あー！（メダカに）逃げられた・・・」

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

「何十年ぶりやわ～」と、にぎやかな雰囲気の中、楽し

開催されました。
当日は、祖母と一緒に参加している子ども達、親子

い時間を過ごされました。

自動車免許

②デイサービス介助員（パート）(北淡・一宮)
資

格

自動車免許

③介護支援専門員（嘱託・パート）
資

格

『保険金の手続きサポートの
トラブルにご注意！！』

自動車免許、介護支援専門員

④障がい者作業所支援員（パート）
資

格

自動車免許

⑤グループホーム支援員（パート）(津名)
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)
介護福祉士・ヘルパー２級以上優遇

業務内容等は、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい
淡路市社協 なぎ、やまさき TEL 62-5214

「家の修理に保険金が使える」という住宅修理サー
ビスなどのトラブルが増えています。勧誘時と実際

マスク着用や検温、手指消毒など感染予防が当

の契約が違う、嘘の理由で保険請求を行うなどのト

たり前の生活様式の中で、催し事が減った中、そ

ラブルが多いです。勧誘されてもすぐには契約せ

れぞれの町内会で行ったメダカすくいは、参加者

ず、まずは加入先の保険会社、代理店に相談してく

の笑顔であふれていました。

ださい。不審・不安な時は
淡路市消費生活センター

メダカを提供された方からは「こんな時だから
64-0999 まで

こそ、みんなが楽しめることができたらと思っ
て。地域のみなさんに、喜んでもらえたらいいん
よ」と話してくださいました。また世話人さんは、

この広報誌は、みなさんからお預かりしま
した「赤い羽根共同募金」の一部を財源にし
て発行しています。みなさんからお寄せいた
だいた募金は、地域の福祉活動の貴重な財源

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。

として活用させていただいています。

北町内会では８月１日（日）は、北町内会にある北
條会館で『メダカすくい』が開催されました。普段は、
いきいき１００歳体操で集まっている参加者以外に、
夏休みで祖父母宅を訪れている子ども達や、開催を知
った親子連れでにぎわいました。

「みんなが元気になれたら・・。少しでも気分が
晴れたら・・。」と活動を進められています。
社協として、このような方々の思いが地域の活
動につながるよう、今後も一緒に地域で話し合い
を進める応援をしていきたいと思います。

ひまわりを観賞して地域を元気に！
（大町まちづくり協議会）

コロナによる自粛疲れや新生活様式で誰もが知らず知

赤い羽根

らずのうちにストレスを溜めています。そんな状況を鑑

募金百貨店

み、昨年に引き続き、今年も地域を元気にするために大
町まちづくり協議会は、5 月から木曽上畑の遊休農地を
借りてひまわりの花、約 3 万株を育ててきました。
見事に咲いたひまわりの観賞と花摘みは、7 月 24 日

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

（土）から 8 月 8 日（日）の期間、マスク着用、検温、
手指消毒を来場者に呼びかけ、行われました。開催期間
中は、天気に恵まれ親子連れやお年寄りまで幅広い世代
「花を見ていたら、コロナのことも忘れて元気に明る
い気持ちになれた」
「夏にぴったりやなぁ」
「花摘みさせ
てもらえて、家でも楽しめるから嬉しい」との声があり
ました。
まちづくり協議会のメンバーは、
「ひまわりの種植え

店舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、

として配った絵手紙をヒントに、手作りカードの手紙を
添え、収穫したミニトマトを届けられています。また「ト
マトができてきたよ。うちの家に収穫にもおいでよ」とお
手紙を届け、家に来られて一緒に収穫を楽しむ時もある

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。７月 1 日から７月末日
まで、合わせて

９,０１６ 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。

から草刈りなど暑い中、みんなで力を合わせてがんば

そうです。収穫後は、庭でゆっくり話して過ごされていま

った。来た人の元気な明るい笑顔を見ることが出来て、

す。また、ピーマンやししとうなどの野菜を届けるときに

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

頑張った甲斐があった」
「引き続き地域の活性化や交流

は、簡単なレシピを伝えて渡しているそうです。プランタ

(株)樫岡石油 様（大谷）

のために、今出来ることを実施していきたい」と話され

ーを通して顔を合わせる機会が増え、ご近所での声かけ

麺屋 ZOE 様（志筑）

ていました。

合いが広がっています。

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

ついて住民にアンケート調査を実施し、課題解決に向

「そろそろ夏野菜の収穫も終り。次は何を植えようか
な…」と考えるのも楽しみになっているとか？

(有)大正あん 様（志筑）
一宮オイル(有) 様（多賀）

カットハウス ロング様（佐野）

地域で見守り合っているプランターファームのその後

けた話し合いも進められています。

をこれからも紹介していきたいと思います。
将来どう生活し

は？

たいの？

家族はどう

心と体の癒しに！

思っているの？
～子育て講座と交流会～

精神障害者を抱える家族が、地域から

日時：① ９月 24 日（金）10:45～11:45 頃
②10 月 22 日（金）13:00～14:00 頃

孤立してひとりで悩むことなく共に生きる
悩んでいるのはあなた一人ではありません。

家族の話が聞

会に参加し、一緒に励まし合い 勉強しながら

きたい！

取り組んでいきませんか？
日 時

９月２１日（火）１３：３０～１５：３０

場 所

田井会館

淡路市志筑１６００－１

武庫川女子大学短期大学部幼児教育学科
オンライン（ＺＯＯＭ）参加

原則、ご本人かご家族が淡路市内に在住の方

予約方法：電話にて承ります

参加費
内 容

会員の場合は、年間２，０００円
一ヶ月に一回の定例会（原則 毎月第 3 火曜日）
で学習会や親睦をはかる
【今後の予定】
１０月１９日（火）・１１月１６日（火）・１２月２１日（火）
参加の希望のある方は 下記まで連絡ください。
淡路市役所 地域福祉課 ＴＥＬ６４－２５１０

よい公園の楽しい遊具で遊びながら、みんなで気軽に

ひお気軽にお越しください。

5 組程度

場 所：プレイパーク冒険の森（淡路市楠本 314）

ＴＥＬ 70-1472（平日 10 時～16 時）
（特非）淡路島ファミリーサポートセンターまあるく
住所 淡路市志筑新島 10-3 アルクリオ 3 階
※この事業は、2021 年度「ひょうご子育てコミュニティ（ＨＫＣ）
助成事業」により実施しています。

な思いや悩みを抱えた方が出会い、自分らしく過ごせるよ

日 時：10 月 1 日（金）10 時～14 時

ます。変更の場合はＳＮＳ、まあるくＨＰにてお知らせ致します。

参加費：無料

塩田地区の里ふれあい児童公園や、佐野地区の佐野

5 組程度

※新型コロナウイルスの感染状況をみて、日程・場所の変更があり

（津名ふれあいセンター前）

「自分さがしの森」は、ひきこもりをテーマに、いろん

今の自分から一歩踏み出してみようと考えている方、ぜ

武庫川女子大学教育学部教育学科
場所：おむすび交流の場 アルクリオ

『自分さがしの森』に来てみませんか？

うな居場所づくりを目指しています。

講師：藤谷智子教授

地域社会を目的に結成しました。

対象者

ある地域では、水やりの世話が大変な方に代わって、自
られている方がいます。昨年、地域の見守り活動のひとつ

またまちづくり協議会では、大町地区の地域課題に

子どもの親ができること

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加

分の家でいくつかプランターを預かり、野菜の苗を育て

の人々が訪れました。

こころの不調・病気を持つ

プランターファームの近況を紹介します。

対象者：ひきこもり状態にある方、
家族、支援者
内 容：ピザづくり
冒険の森での各種体験など
参加費：500 円（ピザ代）
申込み・問い合わせ先：社協つな 62-5214 まで

交流しませんか？青空のもと（屋外）で、コロナの感
染予防に気を付けながら体を動かしましょう。
《塩田地区》
日時：９月２２日（水）１０時～
場所：塩田里ふれあい児童公園
（宝生寺近くの里コミュニティプラザ横）
《佐野地区》
日時：９月２８日（火）１０時～
場所： 佐野よい公園（佐野新島５番地１）
参加費：無料
その他：雨天の場合は中止
申込は不要のため、当日直接お集まりください

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。
次回は 12 月 3 日（金）、2 月 4 日（金）の予定です。

※新型コロナウィルスの感染状況をふまえ、中止となる

◎当日はマスク着用等、感染対策にご協力ををお願いします。新型コ

お問い合わせ：社協 地域支えあいセンターつな

ロナウイルスの感染状況を踏まえ、中止となる場合があります。

場合があります。

ＴＥＬ ６２―５２１４（大場・土居）

