この広報誌は、皆さんからお寄せいただいた｢「赤い羽根共同募金」｣の一部を活用して発行させていただいております。

の予定
行事名

日（曜日）
4日（月）

開京サロン

場所
（13:30～）

6日（水）

7日（木）

8日（金）

つながり代表者会
松帆サロン
プランターファーム
長浜サロン
プランターファーム
田の代サロン
プランターファーム
たこサロン
プランターファーム
サロンほっとほっと
プランターファーム
南鵜崎サロン
プランターファーム
鵜崎サロン
プランターファーム
絵島サロン
プランターファーム
西岡サロン
プランターファーム

岩屋保健センター 11日（月） プランターファーム

（10:00～）

つながり

（14:00～）

松帆集会所

（15:00～）

保育所→大島食堂
→上野さん宅前

（9:30～）

原口さん 駐車場

かもめの会
西の町サロン
14日（木） プランターファーム

岩屋保健センター

（13:30～）

橋本集会所

（13:30～）

神の前集会所
→小田村さん駐車場

（13:30～）

15日（金） つながりファームサロン （10:00～）

（14:30～）

（10:00～）

谷山公会堂

（9:00～）

原さん 駐車場

（10:00～）

藤さん宅 畑

（13:30～）

東の町集会所

（13:30～）

〃

10 月のサロンでプランターの

岩屋つながりねっと （サロン後）
給食サービス
26日（火） 茶間サロン

淡路市岩屋 1514-18

話

0799-72-0084

ＦＡＸ

0799-72-0088

Ｅmail

iwaya@awaji-csw.or.jp

つながり
つながり

20日（水） サロンぬるゆ

所

電

西の町集会所

（10:00～）

つながりひろば

住

（13:30～） 岩屋保健センター

（13:30～） 岩屋保健センター 19日（火） ちゃれんじサロン

お待たせいたしました！プランターファームの第三弾は、
“ブロッコリー”に決定!!

サロン大和島

13日（水） プランターファーム

地域支えあいセンターいわや

場所

10日（日） ちょっとハピくる祭り 最終日
サロン橋本

ちょっとハピくる祭り スタート
5日（火）

開京集会所

行事名

日（曜日）

編集･発行:淡路市社会福祉協議会

社協だより

中面に詳細を記載しています

〃

（11:30～） 岩屋保健センター
（12:00～）

喫茶たかた

※プランターファームは準備が必要なため、
事前の申し込みをお願いいたします。
申し込み：社協いわや 72-0084

植え替えをしていきます。
毎日葉っぱをめくって虫にも気を付けるなど、毎日の
水やりだけでなくちょっと手間暇をかけて実らせるブロッ
コリーに 2 度目のチャレンジです！
気に掛け合って、声かけあって、皆さんからの楽しい報
告をお待ちしています♪
赤い羽根あわ神ファミリーオリジナ
ルバッジや兵庫県共同募金会マスコッ
ト「あかはねちゃん」グッズを購入す
オリジナルバッジ募金
あかはねちゃん
グッズ募金

ることで募金につながります。
各地域支えあいセンターに置いてい
ますので、バッジ募金・グッズ募金にも
ご協力よろしくお願いします。

ぬいぐるみストラップ
あわ神ファミリーバッジ

クリアファイル

マスキング
テープ
マスク（白・ピンク）

マイマートさんのお隣で平日のお昼からボランティアさんが開
けているサロンです。誰でもいつでも気軽に、立ち寄って下さい。
ボランティアさん作成の手作りマスクも購入できます♪

【時間】13：30～16：00
９月
小濃 ひろみ 様（橋 本）
安藤 浩司 様（中ﾉ町）

９月
小濃 ひろみ 様（橋 本）
安藤 浩司 様（中ﾉ町）

【内容】おしゃべりや手芸など。
【参加費】200 円程度（飲み物・お菓子代込み）
♪♪どなたでもご参加ください♪♪
【問い合わせ先】岩屋地域生活拠点つながり
ボランティア運営部 72-0084（社協事務局）

変わりゆくまち、変わらない もの
昨年のハピくるまつりは中止を余儀なくされました

が事務局に寄せられました。 写真を通し

それぞれにいろんな思いがよみがえります。景色は変わ

が、今年も話し合いを続け、大きな祭りはできないけれ

っても、人の営みには変わらない絆やつながりがある。

ど、何か少しでも地域が元気になることができないか

懸命に暮らし、つないできたこれまでへの感謝と、これ

と、展示会形式のまつりを企画しました。

からも一歩ずつ進んでいく活力になればいいなと思い

前回の広報の後、地域から３００点を超す貴重な写真

ます。新しい気づきがあるかもしれませんよ。

赤い羽根
【日 時】１０月１３日（水）13:30～
【場 所】岩屋保健センター
【対象者】認知症を支える家族
【参加費】お茶代 100 円

日時：１０月４日（月）１３時から

日時：１０月９日（土）

場所：岩屋保健センター（９時～１７時）

場所：岩屋保健センター２階

内容：館内にて、地域から寄せられた３００点

内容：地域の物知りさんたちを招いて、

近い写真を展示しています。

場合があります。

募金です。
８月１日から８月末日まで、合わせて７,９８３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

昔語りを聞く公開座談会です。

ＴＥＬ：0799-72-００８４

地域のためになる商品をアピールしながら、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

【お問い合わせ】社協いわや（中山）72-0084

力いただいた店舗のみなさま、ありがとうございました。

淡路市社会福祉協議会 地域支えあいセンターいわや

【お願いとお知らせ】

赤い羽根募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐるプ
ロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店舗が、

・新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、中止となる

１０：３０～１２：００

１０月１０日（日）１５時まで

募金百貨店

ボランティア連絡会では、下記のとおり研修会を
計画しました。コロナ禍で日々不安も多い中、身体

＊参加される場合は、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。

と心の両面から心の回復力を高める方法について講

＊開催日が緊急事態宣言中、警報発令時は中止とさせていただく場合がございます。

演をしていただきます。一緒に学んでみませんか。
と

社協会費の納入、善意の預託に
ご協力ありがとうございました！

き

11 月１７日（水）
14:00～15:30（受付 13:30～）

ところ

一宮ふるさとセンター

内 容

講演：心の回復力を鍛えよう!!

＊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）

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）

免疫力が上がるココロとカラダの

今年も皆様方のご協力によりまして、多くの善意をお預かりすることができました。

ストレッチ

協会費の 納 入、善意 の 預託に

講師：レジリエンス脳育コーチ
新﨑 江里さん
参加費

無料

定

80 名

員

申込受付 10 月 15 日（金）～11 月 5 日（金）
＊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わや

電

7２-００８４

話

まずは、エントリーお待ちしています

町内会長様・隣保長様など、
「会費の納入」「善意の預託」にご尽力いただいた皆様へ
地域での周知や集計、たび重なる訪問など、ご支援ご協力を頂きまして、
誠にありがとうございました。 この場をお借りしてお礼申し上げます。
お寄せいただきました会費・善意の預託につきましては、有効に活用させていただきます。

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

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)

◎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。

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

