時間は13:30～15:30で～す!!
地区

開催日

場所

内容

参加費

持ち物等

木

仁井公民館

ひょうたんストラップ

200円

24

木

小田太田クラブ

おたのしみ

200円

28

月

オアシス久野々

お雛さま

300円

15

火

平林公会堂

お雛さま

300円

25

金

江崎集会所

おたのしみ

200円

15

火

西之町内会館

防犯講話

100円

16

水

浅野県住集会所

お雛さま

300円

22

火

東ノ町会館

お雛さま

500円

9:30～

28

月

中ノ町集会所

お楽しみ会

300円

11:00～

8

火

水越会館

キューブ型ストラップ

200円

10:30～

10

木

斗ノ内里集会所

お雛さま

300円

10:00～

16

水

浅野南集会所

お楽しみ会

200円

11:00～

21

月

北淡総合福祉センター

お雛さま

300円

10:00～

7

月

黒谷公民館

お雛さま

300円

18

金

育波集会所

おたのしみ

200円

21

月

生田集会所

おたのしみ

200円

22

火

育波公民館

おたのしみ

200円

室津

18

金

室津ふれあいセンター

お雛さま

300円

10:00～

青空

16

水

富島住吉神社

青空子育てミーティング

無料

10:00～

野島

富島

浅野

育波

社協すまいるネットは、住民の皆さんの日常生活上
の困りごとや心配ごとの解決のためのお手伝いや、福
祉や医療制度・福祉サービス利用上のちょっとした疑
問にお応えします。
どんなことでもご相談下さい。社会福祉士や介護福
祉士、ケアマネジャー、看護師等の専門職が市役所や
専門の機関と連携し、住み慣れた地域でより豊かに暮
らし続けるためのお手伝いをしています。
「こんなこと相談してもいいのかな??」
と考える前に
お電話下さい。自宅や現場に訪問し詳しくお話をおう
かがいします。

淡路市浅野南 2-40
電

10
仁井

北淡地域の「福祉情報」や「地域情報」をお知らせする広報 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
誌!!
話

0799-82-0922

ＦＡＸ

0799-82-0913

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

10:00～

10:00～

地域交流事業のご案内
２月の地域交流事業は、すべて中止とさせていただき
ます。

相談内容の一例
・ 私が利用できる福祉サービスってどんなの･･･
・ 訪問販売で無理やり商品を売りつけられた･･･
・ 消費者金融の借金の返済が･･･
・ 収入が不安定で生活がきびしくって･･･
淡路市社協
地域支えあいセンターほくだん（82）0922
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。

年が明け、今年は少しコロナも落ち着くことを期待
し新年を迎えられた方も多かったことでしょう。しか
し、社会は再び変異株の出現により、制約の多い生活
を余儀なくされています。多くの方が感染予防に努め、
マスク着用をはじめ手指消毒や３密の回避・換気など、
工夫や配慮をしながらさまざまな活動を行っていま
すが、いつ生活が不安定になるのか心配されている方
もいるのではないでしょうか。また、新型コロナウイ
ルスの影響を受け厳しい生活を余儀なくされている
方も多くいます。
このような状
況を受け、淡路市
社会福祉協議会
では、11 月から
12 月にかけて特
例貸付対象者へ
の生活実態調査
を実施しました。
調査の結果からは経済的に困窮し、今なお苦しい生活
を強いられている方や先行きに不安を抱えている方
など、多くの世帯で生活基盤が不安定な状況にあるこ
とがうかがえます。
淡路市社会福祉協議会は、これらの調査から見える
生活課題に対して有効な支援へつなげるため、淡路市
と連携強化を図り、生活困窮者・低所得世帯に対して

行政や住民との協働による食糧支援・就労支援・居場
所支援などの資源開発に取り組んでいきたいと考え
ています。
国では地域共生社会の実現に向けて令和３年４月
に改正社会福祉法が施行され、包括的支援体制の構築
についての法整備が進められました。これまでの社会
福祉は、高齢・障がい・子どもと分野別に制度が分か
れ縦割りの支援となっていました。しかし、全国的に
少子高齢化や単身化が進み、人口減少に伴う担い手不
足が危惧されるなか、上記 3 分野に加え、生活困窮者
やひきこもり支援に対しても横断的な支援体制づく
りが求められています。
私たちは全ての人を孤立や孤独、排除や摩擦から援
護し、地域社会の一員として取り込み、支え合う考え
であるソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の
視点において活動し続けていかなければなりません。
これらの考えや意識の共有を図りながら、属性にこ
だわらない社会参加のきっかけや場づくりを当事者
に寄り添い伴走しながら地域共生や包括化に向け、官
民協働のもと、だれもが安心して暮らすことができる
淡路市を目指していきたいと思います。

ありがとうございます
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。

障がい者地域生活拠点「ぽれぽれ」

淡路市消費者センターよりお知らせ

『自分探しのもり』だより
～自分ごとに置き換えて～

コロナ禍において、外出を自粛する生活を誰しも
が余儀なくされ、人と関わる機会が少なくなる経験
を私たちはしました。家など 1 人過ごす時間が長く
続くと、孤独感や不安が募ってきて「誰かと話した

障がい者地域生活拠点「ぽれぽれ」では、冬の定番
商品である“切り干しだいこん”と“かきもち”作り
が行われています。
今年は寒い日が続いたこともあり、おいしい切り干
しだいこん・かきもちが出来上がりました。メンバー
の手間ひまと地元北淡産にこだわったぽれぽれの商
品をぜひご賞味ください！

『携帯電話は自分に合った機種を
選びましょう』

い」「どうしたらいいか分からない」と感じること
があったのではないでしょうか。
私たちは直面した課題や不安に対して、時にはつ
まずいたりしながら、無意識ながらにも、知人や家
族など周囲の方と、助け、助けられの関係の中で乗
り越えてきたと思います。しかし、ひきこもり状態
にある方は、コロナ禍以前から、私たちが自粛生活
で感じた何倍もの不安や葛藤を抱えておられるの
ではないかと想像しました。
誰かが自分を気にかけてくれている
ことの安心感。まずは、「ひきこもり」
について自分ごとに置き換えて考えて
みませんか。

切り干しだいこん 70ｇ 150 円
かきもち
100ｇ 150 円
『ぽれぽれ』 TEL 82-0922

いづかしの杜

淡路市共同募金委員会からのお知らせ
歳末たすけあい運動に
ご協力ありがとうございました
12 月１日から２５日まで、今年度も歳末たすけ
あい運動を実施し、社協各センターや市役所の窓口
に、職員手作りのキャラクター募金箱を設置しまし
た。みなさまからの心のこもった募金を、淡路市内
の児童養護施設やファミリーホームにお見舞い金
として届けました。
歳末キャラクター募金箱
219,304 円
蒼開中高ジャズバンド部
34,664 円
（33rd Xmas Fun Fun Concert ）
淡路島内兵庫県職員
28,526 円
（県職員歳末愛の預託運動）
ご協力ありがとうございました。

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」
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。
12 月 1 日から 12 月末まで、合わせて １３，
８０５ 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＊
(株)樫岡石油 様（大谷）
麺屋 ZOE 様（志筑）

「店員に勧められ、スマホとタブレットの契約をした。スマホ
は電話に出る方法がわからず、タブレットも電源の入れ方が
分からず使っていない。返品したいができないと言われた。」
ガラケーを使用していた高齢者が「操作が簡単」と全面液
晶機種を勧められ、契約したもののボタン操作が全くできな
かったと言うケースもあります。
携帯電話は普段の自分の使い方に合った機種を選びまし
ょう。契約時はできるだけ周りの人に相談しましょう。スマホ
教室などに参加してみるのも良いと思います。不要な契約
は断りましょう。
淡路市消費生活センター TEL 64-0999

(有)大正あん 様（志筑）

カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

プロジェクト参加店募集中！

パート・嘱託職員募集中‼
社協で一緒に働きませんか?
◎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 ケアマネージャー（正規・嘱託・パート）（北淡）
資
格
自動車免許、介護支援専門員
② 竹の子作業所・さぬきうどん幸来
（障がい者支援 嘱託・パート）(津名)
資
格
自動車免許
③ グループホーム支援員（パート・夜勤あり）(津名)
業務内容 知的障がいのある人が暮らすグループホ
ームでの支援業務
④ 事務補助（パート）（東浦）
⑤ 送迎運転（パート）
資
格
自動車免許
①～⑤

各種資格所持者優遇します

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 なぎ、やまさき TEL 62-5214

移動販売

【北淡地域販売日】毎週月曜日
【販売時間・場所】
午前
10：00 江崎たぬき食堂前
10：30 平林公会堂
11：00 野島が崎公園（蟇浦）
11：30 常盤（ルート徐行）
午後
13：30 黒谷公会堂
13：50 生田畑上集会所
14：05 生田田尻四差路
14：20 室津おたび
14：50 斗ノ内漁民団地
15：20 久野々

一宮オイル(有) 様（多賀）

HAGI 美容室 様（志筑） せきれいの里 様（多賀）

淡路市社会福祉協議会からのお知らせ

※多少販売時間が変更することがあります。
あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
いづかしの杜 TEL 80-2678

「認知症の方を介護されているみなさんのつどい」は、
名前のとおり、認知症の方を介護されている、または
介護されていた方が集まり、お茶を飲みながら、介護
の悩みや経験などを話したり、雑談したりしています。
お気軽にご相談下さい。送迎も行います。
日

時：2 月 9 日（水）13 時～15 時
（途中からの参加も可能です）
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

82-0922

地域福祉課・障害福祉係では、北淡事務所にて障が
い福祉に関する相談日を設けています。ぜひこの機会
をご利用下さい。
日時 ： 毎週 月曜日 ９時から１２時まで
場所 ： 北淡事務所 （祝祭日などはお休みします）
淡路市役所 地域福祉課 障害福祉係 64-2510

