北淡地域の「福祉情報」や「地域情報」をお知らせする広報誌!!

地 区 開 催 日 時 間
仁 井

野 島

富 島

場 所

淡路市浅野南 2-40

参加費 内 容：持 ち 物 等

電

6日(木)

13時半～

仁井公民館

100円 防災講話

31日(月)

13時半～

オアシス久野々

200円 お楽しみ

27日(木)

13時半～

小田太田クラブ

300円 フェルトバッグ作り：ハサミ・定規・洗濯バサミ

7日(金)

13時半～

江崎集会所

200円 案山子のマスコット

25日(火)

10時～

平林公会堂

210円 フェルトバッグ作り：ハサミ・定規・洗濯バサミ

20日(木)

13時～

東ノ町会館

300円 毛糸のウサギ：ハサミ

24日(月)

13時半～

中ノ町集会所

18日(火)

13時半～

西ノ町内会館

12日(水)

13時半～

石田集会所

12日(水)

13時半～

13日(木)

未定

100円 人権DVD鑑賞、防災スリッパ作り：新聞紙

日時：10 月 15 日(土)

浅野県住集会所

200円 おりがみ

場所：北淡総合福祉センター

13時半～

斗ノ内里集会所

220円 ステンドグラス風作り：油性マジック（黒）

１３日・２７日

10時～

斗ノ内浜集会所

300円 一閑張り（２７日は２００円）

26日(水)

13時半～

浅野南集会所

120円 うさぎの折り紙（干支）：ハサミ

6日(木)

13時半～

水越会館

120円 うさぎの折り紙（干支）：ハサミ

17日(月)

13時半～

北淡総合福祉センター

18日(火)

13時半～

育波公民館

3日(月)

11時～

黒谷公会堂

24日(月)

13時半～

生田集会所

26日(水)

13時半～

育波集会所

室 津

14日(金)

13時半～

室津ふれあいセンター

子育て

19日(水)

10時～

青空子育てミーティング

育 波

自費

琴成会

場

時：10 月 12 日（水）13 時～15 時
所：北淡総合福祉センター

参加費：50 円（お茶代）
お問い合わせ
地域支えあいセンターほくだん

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

お楽しみ

舞台

大学いも

午前 10 時～正午ごろ

北淡支部さくら

柳芽会(舞踊)

※富島：住吉公園

次回予定
日

時：10 月 25 日(火)

19：00～

場

所：北淡総合福祉センター
（地域支えあいセンター ほくだん）

大判焼き

たこ焼き

焼きそば

からあげ

物品販売 ぽれぽれ

いづかしの杜
あいあい

子育て学習センター
おともだち と ママ

ココアス

もみじの里

会場では食事できません

竹の子
野菜市

全てお持ち帰りのみです

送迎をご希望の方

駐車場

「学びの広場」は、下記の日程の開催予定とな
っています。
どなたでもご自由に参加できますので、お気軽
にどうぞ！

屋台

ひまわり

総おどり

150円 折り紙手芸「船」

駐車場

北淡中学 吹奏楽部

北淡小学校

日

0799-82-0913

当日のお問い合わせは→82-0922 まで(午前 8 時～)

ちょっと早い干支作り：ハサミ

210円 フェルトバッグ作り：ハサミ・定規・洗濯バサミ
自費

0799-82-0922

※雨天中止となります

210円 フェルトバッグ作り：ハサミ・定規・洗濯バサミ
自費

話

ＦＡＸ

ウサギの押し絵：ハサミ

260円 巾着袋作りの続き：裁縫セット

浅 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 ほくだん

ロータリーをご利用ください。

予約制とさせていただきます
※ 10 月 13 日(木)17 時までにご連絡下さい

～ 参加されるみなさまへのお願い ～
新型コロナウィルス感染拡大予防のため、
・マスクの持参と着用
・受付時の検温とお名前・ご住所の記入
・手指消毒
・水分補給は各自持参などで摂取

参加費：無料
～ お問い合わせはお気軽に ～

以上 ご協力下さい

淡路市ボランティア連絡会より
本年度のボランティア研修会は、地域のサロンや活
動で活用できる「ものづくり」を分科会形式で開催し
ます。みなさまのご参加をお待ちしています。
◇日 時 11 月 27 日（日）
14:00～15:30（受付 13:30～）
◇場 所 北淡総合福祉センター（浅野南 2-40）
◇内 容
分科会 ➀ステンドグラス風の飾り
②リース（エコクラフト）
③キーホルダー
④麦わらモビール

①
②
③
④
◇参加費 300 円
◇定 員 80 名（各分科会 20 名）
◇申込締切 10 月 31 日（月）
＊お申込み時に、参加希望の分科会を第 2 希望
までお知らせください。
◇申込先 地域支えあいセンターほくだん 西尾
電話：82-0922 FAX：82-0913

◎週 2～3 回勤務・短時間勤務ご相談ください!!
◎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!!
◎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。
①～④ 時給 991 円～資格所有者優遇!! (ヘルパー1,013 円・介福 1,063 円)
①障がい者支援員パート(嘱託職員随時募集中!!)
いづかしの杜(北淡)・さぬきうどん幸来(津名)
②デイサービス介助員パート(北淡)※介護福祉士優遇
③運転員パート 医療機関/デイサービスの送迎(一宮)
④グループホーム支援員パート(夜勤有)(津名・東浦)
障がいのある人が暮らすグループホーム
学生さんのアルバイト歓迎!!(勤務時間応相談）
18 時～翌 9 時までの勤務、1 回 1.2 万以上・仮眠あり
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 淡路市志筑 3119-1(履歴書送付先)
なぎ、やまさき TEL 62-5214

今年も１０月を共同募金の月間として、全国的に運動が展開されることとなりました。淡路市
では、住民を主体とした地域福祉活動による、よりよい地域づくりのための貴重な財源として赤
い羽根共同募金を活用させていただいています。
また、高齢者・障がい者・子どもなどの支援だけでなく、災害時の災害ボランティアセンター
の設置や運営などにも役立てられています。ご協力よろしくお願いします。

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」
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、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
しいカタチの募金活動です。8 月１日から 8 月末日ま
で、合わせて 7,９２０ 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。

プロジェクト参加店募集中！
＊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）ひまわり作業所
この度、兵庫県共同募金会から、
募金百貨店協力店に『感謝状』を
いただきました。

バッジ・グッズ募金
今月の「サロン通信」では津名地域での『住
み慣れた地域で暮らすための移動手段』という
記事を掲載させていただきます。
８月に大町地区の木曽上畑で電動車椅子（シ
ニアカー）や電動自転車の試乗体験が実施され
ました。
日常生活を送る上で自家用車が必要な場所が
多く、移動手段のひとつとして使用されている
方がほとんどだそうです。いつか運転免許を返
納した時や住み慣れた地域で暮らし続けるため
にどうしたらいいかとお世話役さんが淡路警察
署に相談をされて今回の企画となったそうで
す。
実際に運転をして、自分たちが暮らしている生
活道をイメージしながら体験をしたことで「必
要になってからではあかん」
「今の内から使い方
を知っておくと安心やな」と気づきの声があっ
たそうです。
近所への買い物や病院への通院、また出先では
手荷物が多くなることが多くなりますよね。
生活範囲を広げられる便利な存在ということ
を知っていると心強いですね。

生活範囲を広げられる便利な存在ということ
を知っていると心強いですね。

「with コロナ」赤い羽根あわ神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。

AWAJI
あわ神バッジ

ぬいぐるみストラップ

クリアファイル

＊マスキングテープ・マスク（白・ピンク）・えんぴつ・
消しゴムもありますよ！

手作り募金箱！ ご応募ありがとうございました
8 月２2 日から９月 9 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、いづかしの杜などで今年度の募金運動に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。

地域のお母さんと子どもさんが青空の下で
集まって遊んだり、子育てについてのおしゃべ
りなどができる場所です。近所をお散歩するつ
いでに集まりませんか？
日 時：１０月１９日（水）※毎月第３水曜日
１０時～
場 所：富島東ノ町 住吉公園 （雨天中止）

この広報誌は、皆さんからお預かりする「赤い羽根共同募金」の一部を財
源に発行しています。皆さんからお寄せいただく募金は、地域の福祉活動の
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。

