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地域支えあいセンターひがしうら
【訪問日】

淡路市久留麻 239-1

毎週水曜日（原則、祝日もあり）

電

東浦事務所内

話

0799-74-4877

美しい海、自然、みんなの笑顔を守るため、浦小学

ＦＡＸ

0799-75-2025

【販売時間・場所】

校では 4 年生を中心に、今年もビーチクリーンプロ

Ｅmail

higashiura@awaji-csw.or.jp

10:00

中持会館

ジェクトを行います。塩浜海岸の海岸清掃を一緒に行

10:25

白山会館

っていただけませんか。みなさんのご参加をお待ちし

10:45

釜口漁港前

ています。

11:20

城原団地 1 号棟前

ご注文品を販売日（水曜日）にお持ちします。

日

時

１１月８日（火） ※雨天延期

前日のお昼までにお電話ください。

9：45～10：45

商品やご注文のお問い合わせは、

場

所

塩浜海岸（パターゴルフ側）

地域生活多機能拠点「いづかしの杜」
淡路市仁井 1478

直接海岸にお集まりください

TEL：80-2678 まで。

持ち物

軍手、水分補給のための飲み物

お問合せ先

浦小学校（電話 74-4112）

「助け合い

広がる

つながる

赤い羽根」をスローガンに、今年も共同募金運動が 10 月 1 日から始ま

りました。

淡路市では、町内会を通じてお願いさせていただく戸別募金のほか、法人募金、学校募金、

グッズ募金、バッジ募金、街頭募金など様々な募金運動を展開します。
本年度みなさまから寄せられた募金は、兵庫県共同募金会に送り、翌年度に約 90％の金額が淡路市の
地域福祉活動に活用されます。また、残りの 10％は兵庫県内の社会福祉施設の整備や、大規模災害に備

◎週 2～3 回勤務・短時間勤務ご相談ください!!

えるための積立などに活用されます。みなさまの温かいご協力をよろしくお願いいたします。

◎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

オリジナルバッジ募金

気軽にご連絡ください。
➀～➃

時給 991 円～

資格所有者優遇!!

あかはねちゃんグッズ募金

AWAJI

（ヘルパー1,013 円・介福 1,063 円）
➀
②

障がい者支援員パート（嘱託職員随時募集中!!）

「with コロナ」赤い羽根あわ神バッジや兵庫

いづかしの杜（北淡）
・さぬきうどん幸来（津名）

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

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

す。各地域支えあいセンターに置いています

医療機関/デイサービスの送迎

ので、バッジ募金・グッズ募金にもご協力よ

（一宮）
➃

ろしくお願いします。

グループホーム支援員パート（夜勤有）

老若男女問わず、日常生活でネットを使用する頻度

（津名・東浦）

が増えています。現在、訪問販売・電話勧誘などで契

障がいのある人が暮らすグループホーム

約した場合、必ず書面を出す義務があるのですが、電

学生さんのアルバイト歓迎!!（勤務時間応相談）

磁的方法（メールなど）で契約内容を送って良いと言

18 時～翌 9 時までの勤務、
1 回 1.2 万円以上・

う事にしようと法律改正が進められています。トラブ

仮眠あり

ルに巻き込まれないためにも、オンラインでの契約時

≪青空ひろば≫
めだかすくい、スーパーボールすくい、

業務内容等、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい。

（ネットショッピングなど）書かれている事全てに目

淡路市社協

を通す癖をつけておきましょう。振込先が販売事業者

和太鼓演奏（AIE 国際高等学校和太鼓部）

と関係のない、個人名などの場合は十分注意が必要で

作業所販売、バザー、フリーマーケット、

大正琴演奏（カーネーション）

す。

児童虐待防止啓発缶バッジ配布

キッズダンス（D-NEXT

淡路市志筑 3119-1（履歴書送付先）

なぎ、やまさき

TEL

62-5214

不審な時は淡路市消費生活センター
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」の配分金の一部を活用して
発行しています。

0799-64-0999 までご相談ください。

≪ステージ≫

クラフト体験、一円玉落としゲーム、

WAY）

吹奏楽演奏（東浦中学校吹奏楽部）
東浦音頭（東浦音頭保存会）

など

☆小雨決行
☆当日は、マスクの着用や手指消毒等、感染対策に
ご協力お願いします。

☆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☆

淡路市ボランティア連絡会より

本年度も「社協会費」
「善意の預託」にご理解・ご
協力をいただき、ありがとうございました。
「社協会費」は法人を運営するための必要な経費
や、住民活動の基盤をつくるための根幹的な財源と
して、
「善意の預託」は、ベンチや飛び出し坊やなど
の町内会への払い出しや、ボランティア活動の推進、
地域福祉活動などに活用させていただきます。本当
にありがとうございました。
東浦地域の実績額を報告させていただきます。
◎社協会費

2,390 件

1,039,661 円

◎善意の預託

2,377 件

669,215 円
（9 月 26 日現在）

ご協力いただいたみなさま、お取りまとめいただ
いた町内会役員のみなさま、ありがとうございまし
た。
今後とも、地域福祉の推進に温かいご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

9 月 1 日（木）、七夕カフェが井上会館で開催
されました。感染対策に気を配りながら、参加さ
れた方がゆっくり過ごしてもらえるよう、それぞ
れのテーブルには一輪挿しの花が飾られ和やかな
雰囲気でした。
この日は、近くに住んでいますが何年も会って
いないという方の再会や、友人に誘われて参加し
たら高校時代の同級生に再会といった思わない知
人との「再会」というドラマがありました。その
うれしそうな笑顔や感動している様子に、ボラン
ティアの皆さんも「心が温まる。良かったね」と、
大変うれしそうでした。
ゆっくりお茶を飲んだり、おしゃべりを楽しん
だり、本を読んだり･･･みなさま、お気軽にお立ち
寄りください。
「七夕カフェ」は
毎月第 1 木曜日の
10 時～12 時ま
で
でです。
＊11 月 3 日、文
化の日、オープン
します。

このコーナーでは、みなさまから寄せられた、誰か
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
◇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

島外から引っ越して十四年になります。最初
は知り合いもなく淋しく思っていましたが最
近は友だちも出来て毎日が楽しいです。スーパ
ーも沢山あるし歩いて買い物に行く様にして
います。持病がたくさんありますが死ぬまで歩
けるように一日三千歩～七千歩を週 3 日はし
ています。いろんなイベントにも出来るだけ参

④麦わらモビール

加して 90 歳まで生きたい。
私には孫が二人おり、ラインで交流していま
す。誕生日、敬老の日等、うれしい便りをくれ
ます。「ばあちゃん、長生きして」と言ってく

➀

②

③

④

◇参加費

300 円

◇定

80 名（各分科会 20 名）

員

◇申込締切

れ元気がでます。人々とは出来るだけおしゃべ
りをして脳を刺激したいです。
（仮屋地区

80 歳代）

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。
淡路市社協地域支えあいセンター
ひがしうら

赤い羽根募金百貨店

思うこと」等を、紙面を通じてお伝えしていきます。

催します。みなさまのご参加をお待ちしています。

◇申込先

淡路市共同募金委員会からのお知らせ

に伝えたい「感動したこと、うれしかったこと、最近

（電話

74-4877）

＊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。
赤い羽根募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～

8 月２2 日から９月 9 日にかけて、淡路市内の

るぐるプロジェクト」は、募金付き商品を企画され

小学生を対象に手作り募金箱を募集したところ、

た参加店舗が、地域のためになる商品をアピールし

アイデアを凝らした素敵な作品が集まりました。

ながら、淡路市の福祉活動を応援する、地域支援に

応募していただいた作品は、各地域支えあいセ

つながる新しいカタチの募金です。

ンター、さぬきうどん“幸来”（津名）、わいわ

8 月 1 日から 8 月末まで、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。

いサンリッチ（東浦：サンシャインホール）、い

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊
㈱樫岡石油様（大谷）㈲大正あん様（志筑）
麺屋 ZOE 様（志筑） 一宮オイル㈲様（多賀）
萩美容室様（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。

づかしの杜（北淡）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。

9 月 26 日、
「スマホを持っているのに電話だけ」
なんてもったいない！使い方を知れば知るほど、生
活が楽しくなりますよ！をテーマに、高齢者スマホ
教室を開催しました。
音声認識の使い方を知り、物や場所を調べたり、
音声から文字に変換する方法を実際にやってみま
した。スマホの画面の中で、様々なマークは目にし
ていたけれど「なるほど。こうやって使うのか」と、
それぞれ自分のスマホで体験しました。
参加者の方か
ら、「1 回だけ
でなく、また
開催してほし
い」と声があ
りました。

ハロウィン限定パッケージのクッキーを期間限
定で販売いたします。定番の味（プレーン、ごま、
チョコチップ、ココア）のほかに、この季節限定の
紅芋味、かぼちゃ味が入っています。1 袋 120 円
です。
また、3 袋セット 360 円、5 袋セット 600 円
もできます。
お問い合わせは、ひまわり作業所
でお願いします。

74-0337 ま

