一宮地域ふれあいサロン予定
１０月 14 日（木）

江井サロン

江井コミセン

１０月 1８日（月）

草香/桜みちサロン

草香会館/西集会所

１０月１９日（火）

撫/多賀サロン

撫集会所/多賀集会所

１０月２１日（木）

あひるクラブサロン

ふれあい館るぽ

人権映画上映会

/人権映画・プランター冬野菜づくり

入野集会所

人権映画・プランター冬野菜づくり

１０月２５日（月）

山辺サロン

山辺集会所

プランター冬野菜づくり

浜ちどりサロン

尾崎会館

帽子のマグネット作り

１１月

１日（月）

深草サロン

深草集会所

スクラッチアート

１１月

４日（木）

明神サロン

明神集会所

ストローでヒンメリ作り

山田さくらの郷サロン

山田さくらの郷

消費生活センターのお話・プランター冬野菜づくり

消費者被害にご注意を！
まずは、エントリーお待ちしています

職

種

対 象 者

地域福祉活動専門員(地域支援業務)
年齢

35 歳未満（R４年４月１日時点）

学歴

高校卒業（見込み可）以上

資格

自動車運転免許
社会福祉士・受験資格者 優遇

試験時期

令和 4 年 1 月予定(筆記・面接)

※希望者は下記までご連絡ください。なお、法人理念・
業務内容・施設見学等お気軽にお問い合わせください。

◎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!
①事務補助・地域支援員（パート）(一宮・岩屋)
資
格
自動車免許
②デイサービス介助員（パート）(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）(津名・北淡)
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)
①～⑤ 各種資格所持者優遇します
業務内容等、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

202１年
１０月発行

消費生活センター・プランター冬野菜づくり/手芸教室

入野サロン

１１月１０日（水）

支えあいセンターだより

リハビリ教室・プランター冬野菜づくり

１０月２2 日（金）

１０月２6 日（火）

第１４３号

チラシでゴミ箱作り・プランター冬野菜づくり

『アナログ回線に戻す契約のはずが
サポート契約に！？』
大手通信会社を名乗り「電話
を光回線からアナログ回線に戻
さないか」と電話があった。
契約後、毎月サポート料として
約３０００円引き落とされて
とされていることがわかり、確
認すると１年縛りでサポート契
約をしていることのだった。解約を申し出ると、キ
ャンセル料が発生すると言われた・・・。⇒☆大手
通信会社と実際は関係ない事業者が勧誘している場
合があります。業者名をしっかり確認しましょう。
☆ 回線切り替えに必要ない契約を結んでいるケー
スもあります。内容をよく確認し、必要なければき
っぱり断りましょう。
☆ 光回線をアナログ回線に戻す場合は、現在の契
約先や回線業者に問い合わせましょう。
淡路市消費生活センター

0799-64-0999

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

編集・発行：淡路市社会福祉協議会 地域支えあいセンターいちのみや
淡路市北山７１２ 電話：0799-85-2040 ＦＡＸ：0799-85-2240

昨年１１月に予定しておりました「いちのみやのつながりイベント」は、島内の新型コロナウイルスの感染状
況を鑑み、中止とさせていただきました。ワクチン接種の拡がりや感染者数も減少傾向にあることから、今年
度は、感染予防に留意した小さなイベントを開催したいと考えています。
コロナ禍ではありますが、少しでもいちのみや地域のつながり直しのきっかけになればと考えております。
今後ともよろしくお願いいたします。
【 地域支えあいセンターいちのみや運営委員会 】

1

ぼちぼち

ミニステージ
ぼちぼち

ミニ販売所
作業所製品、小物、野菜など

きれいな花を咲かせましょう
一宮まちづくり協議会

民踊同好会など

ぼちぼち

健康チェック
コロナストレスのチェックなど
地域の方のご厚意により「おもち」
配布します。（袋入り）
※個数に限りがあります
※内容については、変更する場合あり

☆ イベントでは新型コロナウイルス感染予防に留意し、３密を避け、ソーシャルディスタンスを保ちながら
行います。来場されるみなさまには、マスク着用の徹底、手指消毒、ご自身の体調の把握等のご協
力をお願いします。

！再び花火が揚がります！ プロジェクト実行委員会より
いちのみや地域の多くの団体やみなさまからお力をいただき、５月２２日に花火が揚がりました。
先般、実行委員会で協議し、もう一度花火を揚げることになりました。
前回の花火と同じく、イベントの性質上、詳しい日程や場所をお伝えすることができませんが、
コロナワクチンの接種が進み、コロナが収束したことを喜び合えるように花火に思いを込めて
揚げたいと考えております。尚、当日は大きな音が鳴りますので、驚かれないように心づもりを
お願い致します。 日時：１０月下旬１９：３０（天候等により順延あり） 場所：いちのみやの夜空
☆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

淡路市ボランティア連絡会からのお知らせ

毎月第三木曜日の午前中、あいあい作業所では、
郡家商店街への古紙回収に回っています。

ボランティア連絡会では、下記のとおり研修会を計

かれこれ１５年、雨の日も風の日も続けています。当

画しました。コロナ禍で日々不安も多い中、身体と心

初は台車を押して回っていたと聞いています。今は、車

の両面から心の回復力を高める方法について講演を

２台で回っていますが、地域の方からの温かい言葉を

していただきます。一緒に学んでみませんか。

変わらずいただいています。

と き

赤い羽根 募金百貨店
オリジナルバッジ募金

11 月１７日（水）

「今日は暑いなぁ！ありがとうよ。

14:00～15:30（受付 13:30～）

塩飴食べー！」「たくさんあるんよ。

ところ

にいちゃん一緒に運んでやー！助

内 容

かるわ！」「おー、力持ちやなー！」地域に、あいあいを

一宮ふるさとセンター

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

あかはねちゃんグッズ募金

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、淡

「コロナに負けない！つながりを絶や

免疫力が上がるココロとカラダのストレッチ

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

さない！」赤い羽根あわ神ファミリーオリ

師：レジリエンス脳育コーチ 新﨑 江里さん

いカタチの募金活動です。8 月１日から 8 月末日ま

ジナルバッジや兵庫県共同募金会マスコッ

講演：心の回復力を鍛えよう!!

見守って応援してくださる方がたくさんいらっしゃることを
実感できる時間です。いつもありがとうございます。

講

「暮らしていきたい、働きたい、いつまでもこの街で」

参加費

無料

で、合わせて 7,９８３ 円 のご寄付をいただきまし

ト「あかはねちゃん」グッズを購入するこ

あいあいの目指す作業所です。

定

80 名

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた

とで募金につながります。各地域支えあいセ

これからも応援お願いいたします。

申込受付 10 月 15 日（金）～11 月 5 日（金）

店舗のみなさま、ありがとうございました。

ンターに置いていますので、バッジ募金・グ

員

ッズ募金にもご協力よろしくお願いします。

＊受付期間中でも定員に達しましたら、
締め切らせていただきます。
申込先：淡路市社協地域支えあいセンターいちのみや

季節も秋を迎えました。皆様いかがお過ごしですか。
９月の行事は恒例のスカットボール大会、敬老会を開
催しました。去年の今頃は、１年後にはコロナ禍も終息
して、秋まつりをはじめ行事も例年通りできるのかなと期
待を持っていまが、１年経てども、ワクチン接種も済めど
も、引き続き感染症予防の日々。

電話 ８５－２０４０
＊参加の際はマスクの着用をお願いします。また、
検温の実施、手指消毒にご協力をお願いします。

＊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）
麺屋 ZOE 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

＊お茶等の飲み物は、各自でご用意ください。

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

＊開催日が緊急事態宣言中、警報発令時は中止とさ

カットハウス ロング様（佐野）

あわ神ファミリーバッ
ジ

せていただきます。

ぬいぐるみストラップ

行事の在り方も少しずつ様変わりし、敬老会では健康チ
ェック、ソーシャルディスタンス、換気、マスク着用のう
え開催。食事は飛沫飛散防止パネルを使用し、各々
の食事スペースでの提供です。ご利用者による乾杯の
音頭は、1 階と２階をオンラインでつないで行いました。

暑さも和らぎ過ごしやすくなってきました。さて今回

１０月はオンラインで複数の行事を予定しています。久

も、かおりの丘デイサービスセンターより近況をお伝

しぶりに長年、お世話になっているボランティア団体さ

えします。9月の行事ではおやつ作りとしてあん巻き

んとの交流。そして社会福祉協議会さんのお声かけの

や、家での生活に因んだ秋野菜や花を育てようと利

もと、子どもさんとの交流の機会も持てることを楽しみに

用者の皆様と準備中です。これからも皆様が

しています。しおさいでは最高齢９７歳のご利用者が２

楽しんで頂けるよう、サービス利用

名お過ごしです。引き続きご利用者の皆さんがお元気

のご相談もお待ちしております。

に過ごしていただけるようにサポートしていきます。

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。

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。

マスク（白・ピンク）マスキング
クリアファイル

テープ

8 月２０日から９月１０日にかけて、淡路市内の小学生を対象に手作り募金箱を募集しました。
アイデアを凝らした素敵な作品が集まりました。応募していただいた作品は、各地域支えあいセ
ンター、さぬきうどん“幸来”（津名）、わいわいサンリッチ（東浦：サンシャインホール）、い
づかしの杜（北淡）にて今年度の募金運動で活用させていただきます。ご応募ありがとうござい
ました。

