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

場 所

参加費

持 ち 物 等

１０日（木）

13時半～

仁井公民館

300円

ウサギの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

２８日（月）

13時半～

オアシス久野々

300円

毛糸であわ神・あわ姫

２４日（木）

13時半～

小田太田クラブ

未定

15日（火）

１３時半～

江崎集会所

300円

うさぎの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

22日（火）

10時～

平林公会堂

300円

ウサギの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

17日（木）

13時半～

野島浜集会所

300円

軍手うさぎ：裁縫道具

24日（木）

1０時半～

東ノ町会館

未定

防災講話、防災食試食体験・防災カッパ作り

28日（月）

13時半～

中ノ町集会所

未定

五角形（厄除け）のお守り：ハサミ

15日（火）

13時半～

西之町内会館

未定

五角形（厄除け）のお守り：ハサミ

9日（水）

13時半～

石田集会所

300円

ウサギの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

９日（水）

10時～

浅野県住集会所

300円

ウサギの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

10日（木）

13時～

斗ノ内里集会所

300円

人権DVD鑑賞、押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

10日・２４日（木）

10時～

斗ノ内浜集会所

200円

健康のお話し、エコバック作り

16日（水）

13時半～

浅野南集会所

未定

８日（火）

13時半～

水越会館

300円

毛糸でウサギ：ハサミ、ピンセット、針、白糸

21日（月）

13時半～

北淡総合福祉センター

100円

干支作りの続き：ハサミ

８日（火）

11時～

育波公民館

未定

７日（月）

13時半～

黒谷公会堂

300円

ウサギの押し絵：ハサミ、目打ち、ピンセット

16日（水）

10時～

五斗長集会所

200円

まちの保健室（健康相談・血圧･体重測定）

21日（月）

13時半～

生田集会所

300円

クリスマスリース

29日（火）

13時半～

育波集会所

未定

お楽しみ

室 津

11日（金）

13時半～

室津ふれあいセンター

未定

多肉の寄せ植え：軍手、ペットボトル

子育て

16日（水）

10時～

青空子育てミーティング

仁 井

野 島

富 島

浅 野

育 波

日

時：1１月 9 日（水）13 時～15 時

場

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

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
淡路市浅野南 2-40
電

話

0799-82-0922

ＦＡＸ

0799-82-0913

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

おしゃべり

お楽しみ

おしゃべり

10 月１５日(土)、『ほくだんふくしまつり』
が北淡総合福祉センターにて開催されました。
心配されていた天気も、当日には見事な秋晴れ
の日となり、長袖では暑く感じるような陽気の
中で開催することができました。
一昨年より、感染予防のため規模を縮小して
の開催が続いておりましたが、今年は時間こそ
短縮したものの、3 年ぶりにボランティアのみ
なさんによる屋台が再開されました。
おなじみのたこ焼きや焼きそば、大判焼きに
からあげが販売され、来場された方々は各商品
を目当てに長蛇の列を作っていました。

※富島：住吉公園

「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！

また、舞台では琴成会・北淡支部さくらのみ
なさんによる大正琴の美しい音色が会場を和ま
せ、続く子育て学習センターのおともだちとマ
マによる元気いっぱいのなダンスは、会場中を
笑顔であふれさせてくれました。

その後は淡路島住みます芸人であり、アキカ
ツ隊として空家の掘り起こし活動をしているス
テボシさんが活動内容を楽しくお話してくれ、
柳芽会さんの舞踊では流れる曲に合わせてリズ
ムを取りながら真剣なまなざしで眺めている来
場者もいました。
毎年、演奏いただいている北淡中学吹奏楽部
のみなさんは、歌やダンスも交えながら普段の
練習の成果を発揮し、アンコールが沸き上がる
大きな盛り上がりとなりました。
そして最後の
総おどりでは、
「輝く淡路市」、
「炭坑節」、「北
淡町小唄」の３
曲を会場全体で
踊りました。
演奏を終えた中学生も参加し、総勢１００名
は超えるであろう方々が楽しんで踊っている光
景は圧巻で、ここ数年の中では一番盛り上がっ
た総踊りとなったように思います。
また、毎年恒例となっている、仁井の青壮年
部にご用意いただいた野菜の販売は、多くの方
でにぎわい今年も大盛況でした。
新型コロナウイルスの第７波もピークアウト
し、少しずつではありますが、ふくしまつりの
規模も以前の様相に戻っていっています。来年
は今年以上ににぎやかなふくしまつりとなるこ
とを期待しています。(せと)

次回予定
日

時：1１月 29 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）

参加費：無料
～ お問い合わせはお気軽に ～

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。

“淡路市共同募金委員会 からのお知らせ”

パート・嘱託職員募集中‼
社協で一緒に働きませんか?
◎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 992 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!!)
さぬきうどん幸来(津名) ・ いづかしの杜(北淡)
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 8 時までの勤務、1 回 1.1 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

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」
永年にわたり福祉の発展に功労のあった個人や
団体へ表彰を併せて、住み慣れた地域で安心して
暮らし続けられるよう認知症予防や健康づくりに
ついて理解を深め、健康寿命の延伸と地域力の向
上(地域づくり)について共に考える機会として講
演会を開催します。
日
会

時：令和 4 年 11 月 19 日(土)
場：サンシャインホール
13:30～14:00 淡路市社会福祉大会
14:00～15:50 淡路市地域支援事業
フォーラム

福祉マルシェ、作品展示、体力測定等も実施の予
定をしています。
詳しくは地域包括支援センター(64-2145)まで
ご連絡ください。

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。９月１日から９月末日ま
で、合わせて 7,０８７ 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

赤い羽根街頭募金にご協力
ありがとうございます
10 月４日（火）にイオン淡路店・アルクリオ催
事場にて、淡路市共同募金委員会の職員が街頭募
金を行いました。住民のみなさんに共同募金の果
たす役割をご理解いただき、自発的な意志をもっ
て募金にご賛同いただけるように、毎年実施して
います。今年度も、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため、直接の呼びかけは行わず、音声デー
タの呼びかけにてご協力いただきました。「with
コロナ！赤い羽根あわ神バッジ」や兵庫県共同募
金会マスコットグッズもご紹介させていただきま
した。
地域支えあいセンターほくだん運営委員と職員
で、10 月 23 日（日）にあわじ花さじきにて街頭
募金を行いました。みなさんからお預かりした募
金は、地域の身近なところで活用させていただき
ます。たくさんの方々にご協力いただきありがと
うございました。

様（志筑）

カットハウス ロング様（佐野）ひまわり作業所

育波地区社会福祉協議会よりお知らせ

野島地区社会福祉協議会よりお知らせ

みなさん、新聞紙がたまってくるとどうしま
すか。処分も大変ですが、どうせ処分するなら
と、いどばたサロン西ノ町では災害時に役立つ
アイテムとして少しの時間を利用して、「防災
スリッパ」を作りました。参加者さんは、数年
前に作ったことがあるそうですが「もう忘れた
わ」との声が多かったです。

新聞紙で作る防災スリッパは、「誰でも簡単
に作れること」そして、「保温効果」があり、
また、地震発生時にガラスやがれきが散乱し、
室内が危険な状況などの時に、簡易用スリッパ
として使用できます。（スリッパの中に１枚、
型紙等を入れるとさらに頑丈になります）

それ以外にゴミ袋で作る「防災カッパ」を見
ていただきました。こちらも急な降雨、簡易防
寒着として使用できます。どちらも普段からな
れておくといざというときに慌てずに済むの
で便利グッズのひとつとして使えますね。

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：１1 月 16 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）

野島地区社会福祉協議会では、例年 10 月に
野島地区全体でふれあい会食会を行っていま
すが、昨年に続き、新型コロナウィルスの感染
状況に配慮し、会食会は中止となりました。
しかし、このような状況下においても「今で
きる」地域福祉活動を考え、「声かけ・見守り
活動」を充足する観点から、下記の方々を対象
にした個別訪問を実施致しました。
① ７０歳以上一人暮らし世帯
② ８０歳以上夫婦のみ世帯
他
の、計 53 件のお宅へ訪問させていただきま
した。
また訪問時には、ささやかな粗品とともに緊
急時避難マップ(野島編)と題して、災害時の 1
次避難所(震災公園セミナーハウス、常盤集会
所)、2 次避難所(野島体育センター)、臨時避難
所(県立淡路景観園芸学校)を載せた簡易な地図
をお渡しし、災害時の状況に応じた避難場所の
情報をお伝えさせていただきました。

育波地区社会福祉協議会では、この度、敬老の
気持ちをこめて、大人から子どもまで一緒に楽し
めるふれあいの会を開催します。大勢の皆さんの
ご参加を心よりお待ちしています!!
日

時

場
内

所
容

11 月 1２日（土曜日）
14 時～15 時 30 分（雨天決行）
育波公民館 ２階
歌
柏木英樹さん
ダンス ｽﾞﾝﾊﾞ ﾚｷﾞｭﾗｰﾚｯｽﾝ
歌
ネコアレルギーの皆さん
踊り
北淡郷土芸能保存会さん

ワゴン車による送迎があります。
送迎についての問い合わせは 82-0922
（淡路市社協）へご連絡下さい。お車でお越し
の方は、育波中央公園に駐車をお願いします。
※新型コロナウイルス感染防止のため、ふるまい
はありません。また、感染状況により、中止す
る場合がありますのでご了承下さい。

