編集･発行：淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンターひがしうら
【訪問日】

毎週水曜日（原則、祝日もあり）

淡路市久留麻 239-1

～ひきこもりをテーマにしたみんなの集い場～

電

【販売時間・場所】
10:00

中持会館

日

10:25

白山会館

10:45

釜口漁港前

東浦事務所内

話

0799-74-4877

ＦＡＸ

0799-75-2025

Ｅmail

higashiura@awaji-csw.or.jp

時：10 月 7 日（金）10 時～14 時
（時間内出入り自由）

場

所：プレイパーク冒険の森

ご注文品を販売日（水曜日）にお持ちします。

（淡路市楠本 314）

前日のお昼までにお電話ください。

対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者

商品やご注文のお問い合わせは、

内

容：ピザづくりなど

地域生活多機能拠点「いづかしの杜」
淡路市仁井 1478

（参加してもしなくても、森でゆっくりして

TEL：80-2678 まで。

も自由です）
参加費：500 円（材料費込み）
申し込み・問い合わせ先：社協ひがしうら
74-4877 まで
★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催してい
ます。

◎週 2～3 回勤務・短時間勤務ご相談ください!!

◎当日はマスク着用等、感染対策にご協力をお願いし

◎福祉・介護職未経験の方も充実研修で安心･･･

ます。新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、中止

◎子育てや介護との両立も大丈夫。働くママさん応

となる場合があります。
今年も、「東浦ふれあいまつり」を開催します。
長く続くコロナ禍においても、感染対策を行った上で、多くの人と
出会い、つながれるきっかけとなれるように、社協運営委員会を
中心に企画、話し合いを行っています。

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。
➀～➃

時給 959 円～

※詳細については、来月号の広報にてお知らせします。
※感染状況や天候等により変更または中止となる場合があります。

資格所有者優遇!!

（ヘルパー981 円・介福 1,031 円）
➀

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）

バザー用品大募集！

＊介護福祉士優遇
③

運転員パート

医療機関への送迎（一宮）

➃

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 万円以上・
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

ご家庭にある、購入したけれど使っていない
ものや眠っているものがあればご提供くだ
クレジットカードの明細がアプリ（ウェブ明細）な
ので面倒で見ていなかった。確認すると、申し込み時
からリボルビング払いで１００万円近い残額がある

さい。
・募集品目：新品または未使用のもの
（台所用品、タオル、生活必需品、
文具、掃除用品など）

事が分かった。
★リボ払いは、利用金額や利用件数にかかわらず、一

・受入場所：久留麻老人福祉センター

定額を毎月支払う方法です。月々の支払いを一定に抑

（淡路市久留麻 1894-1）

えられる一方、支払いが長期化し手数料がかさむなど

※平日 9：00～16：00 まで

の注意点があります。★初期設定でリボ払いになって

☆バザーの売上は、全額赤い羽根共同募金に

いるカードもあります。利用明細を必ず確認するよう

寄付させていただきます。

フリーマーケット出店者募集！
東浦ふれあいまつり当日、フリーマーケット
の出店者を募集します。
対象：東浦在住または東浦で活動する
個人・グループの方
内容：物品の販売やゲームなど
（多くの人が出会い、つながれるような
価格設定をお願いします）
募集数：3 グループ
※販売場所、机、椅子のみの提供となります。
※出店料はいただきません。
お申込み・お問い合わせは、
社協 74-4877 まで。

にしましょう。不審に感じたらすぐにカード会社に確
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。

認しましょう。
淡路市消費生活センター

0799-64-0999
☆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☆

素敵 な情 報提 供

大町地区（津 名）の 高倉サロン＆カフェ（ 東浦
の各地区で行われてい るふれあいサロンや 、七夕
カフェのような場）で 、シニアカーや電動自 転車
の試乗体験会が行われ ました。日常生活 を送 る 上
で車が必要な場所が多 く、移動手段とし て使 用さ
れている方がほとんど です 。
しかし、いつか運転 免 許の自主返納の時が来 て
も慌てる ことな く、「 住み慣れ たこの 地域で 暮ら
し続ける」「サ ロンや カフェ、いきい き 100 歳
体操にも自分で行き続 ける」ための次の 手段 のこ
とを考えた世話人さん が警察署に相談し 、今 回の
企画となりました。
参加者の皆さんは、指 導を受けながら実際に 運
転し、
「必要になっ て からでは間に合わない 」
「今
のうちから使い方を知っておくといざというと
きに安心」と話されて いました。
淡路では、移動 手段と して「車 」が必要不可 欠
で、免許返納後の「移 動 問題」は切実
です。その問題につい て、住民の
皆さんが考えた企画は とても貴重
な体験となったに違い ありません。

男性料理クラブ「三 ツ星」は、月 1 回集 ま
り活動しています。8 月は、
「夏バ テ予防の 食
事」をテーマに情報交 換を行いました。
日よけもかねて「ゴーヤ」を作っている方
も多いと思います。ゴーヤは夏バテ予防にい
いというお話を聞きま した。
「ゴーヤは、豚 肉
と炒めるのが最高に美 味しい」
「ゴ ーヤチャ ン
プルーで豆腐が崩れな いコツがある 」
「サラ ダ
で食べるのも美味しい 」
「どんどん 実って食 べ
るのが追いつかない」など、ゴーヤの栽培か
ら調理まで話は盛り上 がります。
島外から引っ越して来 られた方もおり 、
「料
理」をテーマにした集まりではあるけれど、
何より仲間と顔を合わせ、色んな話ができる
ことや、地域の集まりの場に参加できること
がうれしいと話してく ださいました。
コロナが落ち着いたら、以前のように調理
を行いたいと思います 。
男性料理クラブ「三ツ 星」は、
原則毎月第 3 木曜 日 10 時から
活動しています。参加 ご希望の
方は社協までご連絡く ださい。

夏休み期間中に 、わ いわいサンリッチで「 こ
ども食堂」を開催し ま した。チキンライス 定 食 、
ぼっかけそばめし定食 、カレーライスなどを 提
供しました。ど の日も 大盛況で、たく さんの 子
どもたちやご家族、地 域の方にご来店いただ き
ました。
コロナ禍での開催で 、手指消毒の徹 底、テ ー
ブルにパーテーション 設置、黙食のお願い等 、
感染対策にご協力をい ただきました。
初日の献立は煮込
みハンバーグ。
「おいしい!!」と笑
顔で口いっぱいに
ほおばる子どもた
ちの姿ににっこり 。

淡路市共同募金委員会からのお知らせ
赤い羽根募金百貨店
このコーナーでは、 みなさまから寄せられ た、
誰かに伝えたい「感動 したこと、うれしかっ たこ
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 カタチの募金です。
7 月 1 日から 7 月末 まで、合わせて 8,033 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。

と、最近思うこと」等 を、紙面を通じてお伝 えし
今年もたくさんの球児が輝いた夏の甲
子園。
ていきま す。
毎年この時期になると自身の学生時代
を思い出します 。青春 そのもので 、大 人に
なった今でも振り返りたくなる出来事が
たくさんありました。
そんな青春を共に過ごした友人達とは

献立決め、買い物、仕 込み作業、当日の接客
など役割分担を決めて、みんなで準備しまし
た。
「こども食堂」を通し て、普段なかな か接す る
機会の少ない方や 、地 域の方と顔を合わせ 、話
をしたり、メンバーや 作業所のことを知って
もらう貴重な
機会となりま
した。
夏休みの定
番事業として
来年も引き続
き開催したい
と思っていま
す。

８月１４日、地域 がひ とつに“つながる ”を
テーマにしたサンシャインつながるフェスタ
が行われ、ひまわり作 業所もクッキーやかき 氷
を販売しました。
「クッキーおいしいよ 」と声をかけてもらっ
たり、お客さん と話を したり、たくさ んの方 に
サンシャインホール
や、わいわいサンリッ
チのことを知っても
らう機会となりまし
た。やはり 、対面での
販売は楽しいです。

７月２４日、３年ぶり に開催された淡路市の
夏まつりに出店しまし た。コロナ禍で食べ物 の
販売が出来なかったの で、スーパーボールす く
いのお店を出しました 。
子どもから大人まで 、たくさんの人に楽し ん
でいただけました 。中 には、器いっぱ いのボ ー
ルをすくい、大 喜びの お子さんもいました 。久
しぶりのイベントで多 くの人と触れ合うこと
ができました。
暑い時期で大変
でしたが 、「い っ
ぱいお客さんが
来てよかった」と
メンバーもうれ
しそうでした。

今でも仲が良く、この 出会いや育った環境
に感謝したいと思いま す。

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

こんな気持ちを思い 出させてくれて、素

㈱樫岡石油様（大谷） ㈲大正あん様（志筑）

晴らしいプレーでたくさんの勇気と感動

麺屋 ZOE 様（志筑） 一宮オイル㈲様（多賀 ）

をくれた全国の高校球 児と甲子園に「あり

萩美容室様（志筑） やき焼亭様（志筑）

がとう」と伝えたいで す。

カットハウスロング様 （佐野）

（20 歳代

仮屋地区 ）

ひまわり作業所の「こ ども食堂」開催にあた り、食材（玉ね
ぎ、かぼちゃ、トマト など）のご寄付があり ました。
食 材 は 、「 こ ど も 食 堂 」 で 使 わ せ て い た だ き ま し た 。 本 当 に
ありがとうございまし た。

