一宮地域ふれあいサロン予定 時間は１０：００からです！
10 月１1 日（火）

楽笑カフェ

田辺集会所

牛乳パックゴミ箱作り

10 月 13 日（木）

江井サロン

江井コミセン

淡路市栄養士さんのお話

10 月 17 日（月）

草香・桜みちサロン

草香会館・西集会所

簡単脳トレ・人権映画他

10 月 18 日（火）

多賀・撫サロン

多賀・撫集会所

プランターファーム他

10 月 20 日（木）

あひる俱楽部サロン

ふれあい館るぽ

ビンゴゲーム大会

10 月 24 日（月）

山辺サロン

山辺集会所

プランターファーム他

10 月 25 日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

簡単リハビリ教室

10 月 28 日（金）

入野サロン

入野集会所

プランターファーム他

１１月

７日（月）

深草サロン

深草集会所

消費生活センター

１１月

９日（水）

山田さくらの郷サロン

山田さくらの郷

折り紙で割りばし作り

１１月

８日（火）

楽笑カフェ

田辺集会所

お楽しみ！

江井・明神サロン

江井コミセン・明神集会所

簡単リハビリ教室

１１月１０日（木）

『進む電子化！オンライン契約での注意点』

◎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…
◎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

９月

匿名

様

‐‐50,000 円

支え合いセンターだより
２０２２年
１０月号発行
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

コロナ禍で昨年度は規模や時間を縮小してイベントを開催しましたが、今回こそはとセンター運
営委員会、参加グループと協議を重ね、今年度も住民福祉まつりを企画しました。感染予防に配慮
しながら、今回は須磨北造園さんのご厚意で、Ｒｅベース 369（旧淡路高校一宮高校跡）で開催し
ます。いちのみや地域のみなさんの力合わせの、そして再会の場になるようみなさんのご来場をお
待ちしております。

【日時】 １１月１２日（土） 10：00～15：00（少雨決行）
【場所】 Ｒｅベース３６９（旧淡路高校一宮高校跡）
一宮中学校吹奏楽部ほか

老若男女問わず、日常生活でネットを使用する頻
度が増えています。現在、訪問販売・電話勧誘などで
契約した場合、必ず書面を出す義務があるのですが、
電磁的方法（メールなど）で契約内容を送って良いと
言う事にしようと法律改正が進められています。トラブ
ルに巻き込まれないためにも、オンラインでの契約時
（ネットショッピングなど）書かれている事全てに目を通
す癖をつけておきましょう。振込先が販売事業者と関
係のない個人名などの場合は十分注意が必要です。
※不審な時は淡路市消費生活センター
０７９９-６４-０９９９までご相談ください

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
10：00～11：30

祉活動に有効に活用させていただきます。

第１５５号

にぎわいステージ

日時：１０月１１日（火）

淡路市社会福祉協議会・淡路市善意銀行
に寄附いただきありがとうございます。
寄付者の善意にお応えできるよう、地域福

☆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

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）
お気軽にご参加ください！

ワクワク屋台村（一部を紹介）
大判焼き屋
（センター運営委員）

シニアカー
試乗会！！
ハンドメイドショップ

豚汁の炊き出し会
（一宮民生委員児童委員協議会女性部）

焼きそば屋
（佛教大学実習生と仲間たち）

手づくり体験！クラフト工作

※その他出演者、出店者多数予定
※時間・内容が変更となる場合があります。

赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします。
赤い羽根共同募金運動が１０月１日から始まっています。「赤い羽根共同募金」は、第２次大戦直後の１９４７年（昭
和２２年）以来、地域の福祉活動に役立ってきた募金運動です。「助け合い 広がる つながる 赤い羽根」をスローガン
に、全国各地で展開されており、住民ボランティアや地域福祉活動（高齢者、障がい者、子ども、災害時支援など）を応
援しております。共同募金は、地域福祉の貴重な財源として、淡路市内の地域福祉活動や未来をつくる子どもたちの福
祉学習、地域の福祉啓発、サロン活動、見守り活動等に使わせていただいております。皆さまの温かいご理解・ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

赤い羽根
８月中旬、山田ごきげん荘で『ごんごらごん油絵展』が開

かれ、たくさんの方々が来場されました。
グループ「ごんごらごん」は趣
味活動や集まり場を通じて、彩
ある生活を送ることを目的に活
動されており、その一つとして
油絵もおこなってきました。
その中心となっていたのが巽紀代美さん。これまで作

この油絵展では、彼女の好きな山田地域の風景がた
くさんあり、船や漁港、明神浜やコスモス祭りなど地元の
人たちにとって、とても身近に感じられる作品が飾られ
ゆかりの方々が多く訪れ、「山田の見慣れた風景が額
に入ったようで、ずっと見てられるなぁ」と話されました。
他にも「久しぶりやなぁ。こんな機会でもないとお互い会

います。ところが巽さん、６月ごろから体調を崩し、入退院

が楽しく参加し笑顔でまた行きたいと思える場所にした

を繰り返すようになりました。何とか巽さんを元気づけよう

い”との思いから、時には開催場所の会館を飛び出し

と生徒さんや近親の方々が急遽３回目の油絵展を決め、

て、山田ごきげん荘でサロンを開催したこともあります。
今年の春には参加者自宅庭のしだれ梅やあじさいを

開催を決めた有志の方々に伺うと、彼女は趣味の油絵

見ながらサロンを企画し、参加者から「コロナ禍で遠くま

を好きなだけ書きたいと約２０年前、京都から草香北地区

で出かけることが少なくなったけど、花を見ながら外でみ

の海の見える場所に自宅を構え引っ越してきたそうです。

んなとワイワイ話するだけで気分が晴れるし楽しい、あり
がたいな」と話されました。

散歩をする中で知り合いも増え、彼女の持ち前の明るさと

淡路島へ移住し、他にもたく

行動力で友人もどんどん増えていき、自宅で油絵を楽し

さんの活動をされてきた彼女は

む“ごんごらごん”を開きました。

９月末に永眠されました。

月２回、６人の油絵仲間の方々とともに１１月の文化祭
に向けて長い時間をかけて作品作りをしてきました。
この集まりには絵を書く以外にみんなが楽しみにしてい
るものがあると聞きました。それは何かと尋ねると、彼女の

さまざまな授産品を作り、地域のサロンや協力いただいて
メンバー達の個性も様々で、Ａさんの
作るケーキはキメが細かくふわふわし
っとりしています。全てスタッフがしてい
ることを見て覚えてくれ、大きな手で、

えへんもんなぁ」と話されていました。
彼女は地域住民が集うサロンにも参加され、“みんな

車の免許がない中、多少の不自由さはあったものの、

あいあい作業所ではポン菓子、ういろう、ケーキなど、
いる店舗などを販売させていただいています。

ていました。

品展もごきげん荘で２度開催され、精力的に活動されて

彼女の誕生日に合わせて開催を計画しました。

募金百貨店

生地を艶が出るまで混ぜる姿はまるでパティシエ。ケー
キ作りをしている間は終始笑顔が絶えません。また大豆
ポンを仕上げる作業は、外れた皮を綺麗に取り除く作業
を行ってくれます。
あいあいのメンバー、一人ひとり得意なことは数えきれ

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。

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

ません。エコキャップの選別は、わたしに任せて！たくさ

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

んの洗い物もへっちゃらよ！重いものは私が持つよ！線

麺屋 ZOE 様（志筑）

香の箱折りは譲れません！etc. これからも私たちは、地

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

域の方とのつながりを大切にしながら、それぞれの個性

カットハウス ロング様（佐野）ひまわり作業所

一宮オイル(有) 様（多賀）

が光る作業所を目指していきます。

～かおりの丘～

彼女を元気づけるためにと

この度、兵庫県共同募金会から、
募金百貨店参加店に『感謝状』を
いただきました。

日を重ねるごとに秋の訪れを感じています。さて、かお

多くの人の思いがつながり開催

りの丘デイサービスセンターでは９月にはアイスクリーム

された作品展。

屋さんを実施しました。４種類のアイスの中から好きなア

この作品展も彼女の人柄な

手作りのランチとみんなが持ち寄った差し入れだそうで

のか、また人が集う場となりました。見知らぬ土地に来

イスを選びました。また、クリームソーダもあり、どれも美

す。みんなで食事を共にする中であれこれと話に花がさき

て、この風景を愛した彼女は、この地域に暮らす人もま

味しそうで皆様「冷たて美味しいわ」と喜ばれていました。

せられた「感動したこと、うれしかったこと、

時間延長はいつもの事。彼女の笑顔と楽しい仲間達の大

た大切にしていたのだと思います。

これからは、少しずつ気温も下がってきますので、体調に

最近思うこと」等を、紙面を通じてお伝えし

気を付けてお過ごしください。

ていきます。

（うちこし）

切な時間になっていました。

このコーナーでは、いちのみや地域から寄

みなさんのお声をお届けください。
本年度のボランティア研修会は、地域のサロンや

～しおさい～

◇内 容 分科会

活動で活用できる「ものづくり」を分科会形式で開催しま

➀ステンドグラス風の飾り

②リース（エコクラフト）

新型コロナウィルス感染流行、台風とめまぐるしい９月が

す。みなさまのご参加をお待ちしています。

③クリスマスキーホルダー

④麦わらモビール

過ぎました。夏の疲れもでる頃かと、皆さんお変わりあり

◇日

時

１１月２７日（日）14:00～15:30

ませんか。先月１７日に敬老会を開催しました。コロナ禍

（受付 13:30～）
◇場

所

◇参 加 費

３００円

◇定

８０名（各分科会２０名）

員

◇申込締切

に入り３回目の敬老会。来年こそは大きな賑わいのある

北淡総合福祉センター（浅野南 2-40）

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。

声で・・・と思いながら、3年の中で、今年が一番感染流
➀

②

③

④

◇申込先 淡路市社協地域支えあいセンターいちのみや
（電話 ８５－２０４０）
＊コロナウイルスの感染状況により、延期・中止となる
場合があります。ご了承ください。

行期での開催。１階２階に分かれての敬老会となりまし
た。日頃の感謝と敬いを込め職員で企画を考え、お祝い
膳とお一人ずつへのオリジナルメッセージ『しおさい勝手
表彰』を行い、一時を楽しみました。

４年前から小学校の子どもたちの福祉学
習の機会で、自身の目の障がいがあること
での生活の不自由さや、また一方で、皆さ
んと変わらず仕事や、学生の頃から続けて
きた野球を楽しんでいることを子どもたちに
伝えています。
小学校以外の場でも一宮地域で福祉や
まちづくりについて話す機会があれば参加し
ていきたいと考えています。
（江井・５０代）

