一宮地域ふれあいサロン予定
9 月 13 日（月）

草香サロン

草香会館

人権映画上映会

9 月 16 日（木）

あひるクラブサロン

ふれあい館るぽ

淡路市栄養士さんのお話

9 月 20 日（月）

桜みちサロン

西集会所

消臭剤づくり

9 月 21 日（火）

撫サロン

撫集会所

帽子のマグネット作り

9 月 21 日（火）

多賀サロン

多賀集会所

スクラッチアート

山辺集会所

多肉植物寄せ植え

尾崎会館

帽子のマグネット作り

深草集会所

プランターファーム見守りプロジェクト

9 月 27 日（月）

山辺サロン

9 月 28 日（火）

浜ちどりサロン

10 月

4 日（月）

深草サロン

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!!
お気軽にご連絡ください。
① 事務補助・地域支援員（パート）
資
格
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
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
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 介護福祉士・ヘルパー２級以上優遇

消費者被害にご注意を！
『保険金の手続きサポートの
トラブルにご注意！！』
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実りの秋を迎えようとしていますが、今年の夏

「今まで病院に行ったことがなくても、私たちが

はこれまでに例に見ない長雨が続き、西日本から

知るかぎり、あなたのこと大事なんよ、そんなこと

東日本にかけて風水害が多発しました。被害に遭

言わずに命大事にしよう」と真剣な眼差しで心に

われた皆さまにはお見舞い申し上げます。

訴えるように話しを続け、少しずつその方の気持

また兵庫県下も、８月２０（金）より新型コロ

ちが動きはじめたことが、受診につながりました。

ナウイルスによる緊急事態宣言が発令されてい

一見頑固そうな様子も後に近隣の方に話しを聞

ます。今一度、体調管理には注意を払いながら正

くと、日頃はよく家近くの草むしりなど清掃活動

しい感染症対策と、正しい情報の理解をすすめて

を率先して行っており、近所に住む皆さんはその

いきましょう。

方の存在をよく知っていたそうです。そこには普

さて先日、一人暮らしの８０代の方の様子を一
週間あまり見かけないとの相談がありました。普

段からの気にかける、気にかけられるお互いさま
の関係がありました。

「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。
勧誘時と実際の契約が違う
、嘘の理由で保険請求を行うなどのトラブル
が多いです。勧誘されてもすぐには契約せ
ず、まずは加入先の保険会社、代理店に相談
してください。不審・不安な時は

段は自転車でスーパーに買い物に行ったりして

いつもと違うなという気づき、今回の出来事は

いるが、２、３日心配して玄関のドアをノックし

自分で周囲に対して上手く助けを求めることがで

ても応答がないとのこと。担当の民生委員さんに

きないことが要因と

も同じく数日間の様子を確認し、関係機関の方と

なっていましたが、

一緒にその方の部屋を訪ねてみると、寝室の布団

解決につながる過程

の上でかなり衰弱はしていましたが、何とか本人

において、本当にそ

淡路市消費生活センター0799-64-0999 まで

とも意思疎通がとれる状態で無事お会いするこ

の方の人となりをよ

とができました。

く知っているのは知人や近隣、顔が見える関係の

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

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）

しかし、それからというもの医療機関への受診
をすすめたのですが、「主治医どころかこれまで

ある方だということを改めて学ばせていただきま
した。

日時：９月１３日（月）
10：00～11：30

病院に世話になったことがないから行く必要が

いざという時、
「お互いさま」が言い合える一宮

ない」と言われ、私たちが１時間近くその方と話

の地域でなくてはならないと私は思います。普段

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）

しをしても断固として動く様子がありません。そ

は意識しないかもしれませんが、皆さんも知人を

の間、近隣の方が様子を心配して玄関先に数名来

はじめ、近所の方に（隣保）少し目を向けてみてく

てくださっていました。そして、そのうちのある

ださい。

女性が本人さんの寝室まで上がり話しをするこ
とに。

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。

（だいどう）

☆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

昨年からコロナ感染症のため、たくさんの活動が中止

つながりはがき”が

赤い羽根 募金百貨店

こころの不調・病気

されたときに、“みんな元気にしているかな”と、寄付して

届いた方からは「はがき

いただいた官製はがきを利用して“つながりはがき”を出

うれしかったわ。テーブ

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

し始めました。みんながはがきをもらって喜ぶ顔を思い

ルに飾ってあるよ。」な

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店

浮かべながら、最初は絵手紙教室の緒方先生に協力し

どのたくさんの言葉や

舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡

精神障害者を抱える家族が、地域から

う思って

てもらいましたが私も初めての絵手紙にも挑戦しました。

電話をいただきました。

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

孤立してひとりで悩むことなく共に生きる

いるの？

いカタチの募金活動です。７月 1 日から 7 月末日ま

地域社会を目的に結成しました。

そして今回は消しゴムハンコを使って尾崎の“泉倶楽
部”と一緒に“消しゴムハンコではがきづくり”をしました。

なかにははがきでお返事いただくこともあり、昨年か
ら数えると１６枚いただきました。手すきのはがきに書

を持つ子どもの親が
できることは？

家族はど

で、合わせて ９,０１６円 のご寄付をいただきまし

いているかたや、絵手紙を書いている方、季節の写

悩んでいるのはあなた一人ではありません。

「自分たちに出来るかな。でも楽しそうなこと何かした

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた店

会に参加し、一緒に励まし合い 勉強しながら

いな。」「みんな喜んでくれるかな」とみんなで話ながら、

真入りに近況などを書いているかたなどこちらこそあり

舗のみなさま、ありがとうございました。

がとうございました。みなさんが元気にはがきを頂いた

取り組んでいきませんか？

指導していただいた先生が以前から彫りためていたハン
コとボランティアさんに書いて頂いたくれた字を組み合

時にはとてもうれしくとてもほっこりしました。“みんなの

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

わせて工夫しながら出来上がりました。

笑顔まで あと少し”です頑張りましょう。（うちこし）

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）
麺屋 ZOE 様（志筑）

日 時

令和３年９月２１日（火）13:３0～15:30

場 所

田井会館

（津名ふれあいセンター前）

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）

淡路市志筑１６００－１

対象者

原則、ご本人かご家族が淡路市内に在住の方

参加費

会員の場合は、年間２，０００円

内 容

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。
こんにちは。オリンピックも無事終わりました
が、コロの感染拡大は全国的に拡がりをみせており
ます。ワクチン接種も進んでいる中、緊急事態宣言
今夏もグループホームしおさいの庭で利用させても

こんにちは。かおりの丘デイサービスセンター

らっている“あいあい農園”で上河合の岡さんの指導

です。蒸し暑い日が続いています。７月よりかお

防を高めご利用者、ご家族との面会等の方法など、

のもと夏野菜のきゅうり、ピーマン、なすび、オクラ、

りの丘に居宅介護支援事業所を開設しています。

ご協力を頂いています。現在は、窓やベランダ越し

トマトを育てました。

ケアマネージャーの谷口と清水の２名で活動して

の面会、お顔の確認やオンライン面会の対応となっ

おります。介護サービスの利用や介護保険の相談

ていますが、ご利用者の表情、ご家族の「直接顔が

メンバーが毎日暑い中、水やりや草引きをして、た
くさんの野菜ができました。
週明けに畑に行くとびっくりするくらい大きなきゅ

などもお気軽にお問い合わせください。皆様のお
力になれますように頑張りますので、よろしくお
願いいたします。

が発令され、しおさいでも通知等に基づき、感染予

見える、声が聞こえると安心です」とのお言葉が頭

淡路市役所 地域福祉課 ＴＥＬ６４－２５１０
心と体の癒しに！

心 と 体 の 癒 し に ！
『自分さがしの森』に来てみませんか？
自分さがしの森」は、ひきこもりをテーマに、いろ
んな思いや悩みを抱えた方が出会い、自分らしく過ご
せるような居場所づくりを目指しています。
今の自分から一歩踏み出してみようと考えている
方、ぜひお気軽にお越しください。

によぎり、窮屈さに心が痛いです。でもこの感染拡

今年の夏野菜はきゅう

セージ、ジュースなどた

の暮らしが取り戻せるこ

ちゃん漬けやサラダ、味

くさんの屋台が並びまし

とを願うばかりです。

噌汁に入れたりしてメン

た。みなさんとても美味

バーと一緒に毎日たくさ

しそうに食べられていました。気温が高い日も続

の納涼祭は、各階に分かれて行いました。９月行事

日 時：10 月 1 日（金）10 時～14 時
場 所：プレイパーク冒険の森（淡路市楠本 314）
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
地域支えあいセンターいちのみや
０７９９―８５－２０４０まで

んの野菜を食べました。

きますので、水分補給と体調管理をしっかりと行

の敬老会の時期には、地域の感染状況も落ち着いて

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

っていきましょう。今後とも、かおりの丘・ヴィ

いると期待して、日々の生活を続けています。今後

次回は 12 月 3 日（金）、2 月 4 日（金）の予定です。

ラ一宮をよろしくお願いいたします。

ともどうぞよろしくお願い致します。

うりができています。たくさんできた日はあいあいの
玄関前や淡路市役所一宮事務所でも販売しました。
ある日、畑で草引きをして収獲をしていると急な雨が
降り出して慌てて帰った日もありました。

まだまだ育つ野菜をメンバーとともに夏野菜を楽し
みたいです。

さて、かおりの丘デイサービスセンターの近況
をお伝えします。８月の
行事では夏祭りを開催し
ました。たこ焼き、ソー

大下では、状況に合わせて予防対策が必要。このモ
ヤモヤな気持ちは、地域の皆様も、個人でも家庭で
も同じかと思います。
はやくもとの当たり前

しおさいでは８月行事

