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つな福祉まつり

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンター つな

淡路市社協だより

10 月 22 日（土）10 時～12 時

場所

しづのおだまき館裏駐車場

荒天中止

住

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214

ＦＡＸ

0799-62-5503

新型コロナウイルス感染防止のため、規模を縮小・時間短縮しますが、コロナに負けることなく、地域のみなさんが顔
を合わせ、同じ時を楽しみ、つながりを感じる機会となるよう開催します！

ステージ♪
♪津名中学校吹奏楽部
♪津名中学校文化創造部
♪南京玉すだれ
♪子どもミュージカル

ものづくり
★竹細工

★小物づくりほか

８月２６日（金）に、社協センターつなは
志筑まちづくり協議会と共に、志筑公民館で
「みんなで楽しもうイベント！」を行いまし

子ども 遊びのひろば
４月１９日（日）
日

屋台（テイクアウト限定）
ロケット焼き

健康相談・健康チェック
コロナ禍で身体を動かす機会が減りがちです
健康相談・健康チェックをしてみませんか

◆メダカすくい

◆ヨーヨー釣り

◆スーパーボールすくい
◆キャラクター釣り

４月２２日（水）
◆ゲームコーナー

◆ハロウィン撮影コーナー
４月２３日（木）

パネル展示

時 間 た。コロナ禍で、イベントが中止になり、集
行 事 名

場

所

１１：００まりごとが減る中、子どもたちに少しでも夏
子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」

センターサロン寄り道

１１：００休みの思い出と、みんなが楽しめるひととき
認知症カフェ「おひさま Cafe」

センターサロン寄り道

が過ごせるように企画しました。
地域支えあいセンターつな運営委員会

１３：３０

しづのおだまき館

木曽上サロン（大町）

木曽上公会堂

１５：００

竹の子作業所家族会

竹の子作業所

4 月 27 日（月）

９：３０

高倉サロン（大町）

木曽上畑コミュニティセンター

4 月 28 日（火）

１３：３０

しあわせサロン（志筑）

田井会館

津名地区小学生の福祉学習の学びの展示

メダカすくいやかき氷、音の伝わり方を学ぶ竹を

サロン等の集まりの様子、社協のとりくみ等
メダカを何匹すくえるかな？

使った笛を作ったり、昔なつかしいおもちゃづく
りを楽しみました。

赤い羽根共同募金コーナー

久しぶりに大人も子どもも看護大学の学生ボ

作業所製品販売

ランティアも、みんなが笑顔で話をしたり、遊ん

第 8 弾新作「with コロナ」あわ神バッ
ジ」できました

暑い夏にはやっぱりかき氷♪

だり、交流できるよい機会となりました。
クッキー、ジャム、マット編み、さおり織り、花など

駐車場について

空き家相談

淡路日の出農業協同組合津名支店
このまつりは、皆様からお預かりした共同募

～津名支店様のご協力をいただいています～

金の一部を活用させていただいています

クッキーやパウンドケーキはいかがですか？

主催：淡路市社会福祉協議会地域支えあいセンターつな運営委員会
※会場ではマスク着用、手指消毒、検温にご協力お願いいたします。

（問い合わせ）社協 センターつな

62-5214

赤い羽根

日

募金百貨店

時 間

舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡

共同募金会マスコット「あかはねちゃん」グッ

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

ズを購入することで募金につながります。各地域支

いカタチの募金活動です。8 月１日から 8 月末日まで、

えあいセンターに置いていますので、バッジ募金・

合わせて 7,９２０ 円 のご寄付をいただきました。

グッズ募金にもご協力よろしくお願いします。

10 月

6 日（木） １３：３０

大町カフェ「いえもん」

大町会館

１0：３０

介護のはじめ

omiyageya HATCH

１０：００

高倉ふれあいカフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

10 月 13 日（木） １３：3０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

10 月 18 日（火） １３：００

しあわせサロン（志筑）

田井会館

10：００

大町上カフェ

大町上公会堂

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

生穂浜カフェ

KOKAGE 工房

大町カフェ「いえもん」

大町会館

10 月２１日（金） １０：３０

西谷サロン（志筑）

西谷会館

9：３０

高倉サロン（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：0０

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

１０：００

認知症カフェ「おひさまカフェ」

未定

高倉ふれあいカフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

里サロン（塩田）

里コミュニティプラザ

興隆寺サロン（佐野）

興隆寺会館

10 月 19 日（水）

10 月２0 日（木） １０：００

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

AWAJI

麺屋 ZOE 様（志筑）

10 月 26 日（水） １０：００

一宮オイル(有) 様（多賀）

ぬいぐるみストラップ

あわ神バッジ

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

１3：００
10 月２8 日（金） １0：４０

カットハウス ロング様（佐野）ひまわり作業所

所

田井会館

10 月２4 日（月）

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

場

しあわせサロン（志筑）

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。

名

4 日（火） １3：００

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

「with コロナ」赤い羽根あわ神バッジや兵庫県

事

10 月

10 月１2 日（水）

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店

行

＊マスク
（白・ピンク）

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。

淡路市ボランティア連絡会より

＊えんぴつ
＊消しゴムも
マスキング
クリアファイル

ありますよ！

テープ

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

「青空子育てあそびの会」のお知らせ
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たところ、アイデアを

クッキー🎃体験をしましょう。

（受付 13:30～）

みんなで遊びながら交流しませんか？青空のもと

◇場 所

北淡総合福祉センター（浅野南 2-40）

日

時： 10 月 23 日（日）13 時 30 分〜15 時ぐらい

（屋外）で、コロナの感染予防に気をつけながら、

◇内 容

分科会

定

員： 20 組 親子でも、大人お一人さまでもどうぞ！

過ごしましょう。気軽にご参加ください。

凝らした素敵な作品が集まりました。応募していただい

日

時 ：10 月 18 日（火）１０：３０～

た募金箱は、各センター事務所、さぬきうどん“幸来”

場

所 ：木曽下団地内公園

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。

見ても可愛い、食べても美味しいハロウィンアイシング

11 月 27 日（日）14:00～15:30

➀ステンドグラス風の飾り

②リース（エコクラフト）

参加費： 1 組 500 円

③キーホルダー

④麦わらモビール

締切日： 10 月 15 日（土）
場

持ち物： エプロン・手拭きタオル・ティースプーン🥄

（大町会館から 150m ほど五色方面へ）
参加費 ：無料（雨天中止）

申し込み方法： メールで件名を「ハロウィンアイシング
➀

②

内

容 ：みんなで体を動かして、遊びましょう

◇参加費 300 円

対

象 ：親子で、おじいちゃん、おばあちゃん

◇申込締切

どなたでもご参加ください

◇定

③

④

員 80 名（各分科会 20 名）

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
◇申込先

社協

クッキー作り」として①参加者のお名前②お子様が参加さ
れる場合はお子様の年齢を書いて、送ってください。
お電話でも承っております。
（留守電の場合、後でかけ直します）

せください。
お問い合わせ
地域ささえあいセンターつな
62-5214（大場・土居）

所： 志筑公民館

つな（電話

62-5214）

＊コロナの状況で延期・中止となる場合があります

お問い合わせ：子育てサークルわびすけ代表
橋本（TEL62-1075）smile.smile.9mile@gmail.com

