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
8日（木）

場 所

13時半～

仁 井 26日（月） 13時半～

参加費

仁井公民館

210円

オアシス久野々

未定

300円 ステンドグラス：油性マジック

６日（火）

13時～

江崎集会所

210円 ステンドグラス：油性マジック

野 島 20日（火）

10時～

平林公会堂

200円 人権ＤＶＤ観賞

富 島

野島浜集会所

210円 ステンドグラス：油性マジック

東ノ町会館

230円 ステンドグラス：油性マジック

26日（月） 13時半～

中ノ町集会所

230円 ステンドグラス：油性マジック

20日（火）

10時～

西之町内会館

230円 ステンドグラス：油性マジック

7日（水）

10時～

浅野県住集会所

200円 案山子のマスコット：裁縫道具

28日（水） 13時半～

浅野南集会所

120円 交通安全教室

水越会館

220円 人権ＤＶＤ他

浅 野 13日（火） 13時半～
12日（月） 13時半～

230円 ステンドグラス：油性マジック

13日(火）

13時半～

育波公民館

未定

お楽しみ

5日（月）

10時半～

黒谷公会堂

自費

お楽しみ

10時～

五斗長集会所

育 波 14日（水）

室 津

北淡総合福祉センター

12日（月） 13時半～

生田集会所

27日（火） 13時半～

育波集会所

8日（木）

子育て 21日（水）

200円 封筒で作る通帳ケース
200円 案山子のマスコット：裁縫道具
未定

お楽しみ

13時半～

室津ふれあいセンター

100円 ちょっと早い干支作りの続き

10時～

青空子育てミーティング

※富島：住吉公園

日

時：9 月 14 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

話

0799-82-0922

ＦＡＸ

0799-82-0913

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

お楽しみ

小田太田クラブ

13時～

電

フェルトバッグ作り：ハサミ・定規・洗濯バサミ

13時半～

27日（火）

淡路市浅野南 2-40

内 容：持 ち 物

22日(木）

15日（木） 13時半～

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

「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！

今年は 3 年ぶりに行動制限のないお盆とな
り、全国的にも帰省や観光などで人流が活発と
なりました。淡路島内にも多くの人が来られ、
よくにぎわっている日が続いていました。
その一方で、感染者数が増加していることも
あり、人が集まった催し物がなかなかしにくく
なっているという状況もあります。
デイサービス・生活介護の共生型サービスで
は、7 月にお好み焼き屋を営んでいた利用者に
よるお好み焼きづくりが 5 月に続いて催され
ました。今回は夏場ということもあり、ホール
にはちょうちんや紅白幕の飾り付けがされ、さ
ながら夏祭りの屋台のような雰囲気のなかお
好み焼きが振舞われました。
その後、しばらく飾りを残していたところ、
とある利用者がちょうちんを見て、「盆踊りみ
たいで懐かしいなぁ」と口にしました。その言
葉をきっかけにして、夏の催し物として盆踊り
大会を開こうという流れになりました。

やぐらはないものの、連なるように飾られた
ちょうちんの下、「炭坑節」や「北淡町小唄」
が鳴り響きます。それまで眠っていた利用者も
起きてきたり、座りながらでも踊り始める利用
者もいました。
職員は北淡町小唄の正しい振付が分からず
に、スマートフォン片手に正しい踊りを覚えよ
うとしていましたが、その一方で利用者やメン
バーはそれぞれ想い想いの踊りを楽しんでい
ました。それを見ていると、正しい踊りの手順
はわからなくても『楽しんだもの勝ち』ではな
いかと感じ、みんなでわいわいと踊ることがで
きました。
踊っていると周囲では、「むかしはよう踊っ
てたなぁ。何十年ぶりやろ？」という声や、
「お
もいだしてきた！いやぁ～楽しいなぁ」という
声が聞こえてきます。しばらく踊り続け、曲が
鳴りやんだ時には自然と参加者からの拍手や
ハイタッチが巻き起こりました。
みんなで一緒になって踊った後には、昔を懐
かしんでいる利用者から「下駄が千切れるほど
踊ってたなぁ」、「私は今、胸が躍っとるで！」
といった冗談も交わされたり、メンバーが利用
者をねぎらって肩を揉んだりといった光景が
広がっていました。
催し物にも一定の制限がありますが、その中
でもみんなで一緒になって楽しめる夏のひと
こまとなりました。(せと)

次回予定
日

時：9 月 27 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）

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。

参加費：無料
～ お問い合わせはお気軽に ～

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。

赤い羽根 募金百貨店

『意図せぬリボ払い！利用明細は必ず確認』

◎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 959 円～ 資格所有者優遇!! (ヘルパー981 円・介福 1,031 円)
①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)※介護福祉士優遇
③運転員パート 医療機関への送迎(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 9 時までの勤務、1 回 1.2 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」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。7 月 1 日から 7 月末

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、一定額を毎月支払う方法です。月々の支払い
を一定に抑えられる一方、支払いが長期化し手数
料がかさむなどの注意点があります。★初期設定
でリボ払いになっているカードもあります。利用
明細を必ず確認するようにしましょう。不審に感
じたらすぐにカード会社に確認しましょう。
淡路市消費生活センター 0799-64-0999

日まで、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。

＊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）
(有)萩美容室 様（志筑）

１００均でも防災コーナーが設けられてお
り、１回分のトイレを凝固してくれるもの等が
あるのを見かけました。色々な種類があるんで
すね。
いつ起こるか分からない災害に備えてトイ
レも大事！今一度、再確認！！ですね。

日

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
（淡路市楠本 314）
対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者
内 容：ピザづくりなど
（参加してもしなくても、森でゆっくり
しても自由です）
参加費：500 円（材料費込み）
申し込み・問い合わせ先：社協ほくだん
82-0922 まで
★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催し
ています。
◎当日はマスク着用等、感染対策にご協力をお願
いします。新型コロナウィルスの感染状況を踏ま
え、中止となる場合があります。

やき焼亭 様（志筑）
カットハウス ロング様（佐野）

室津地区社会福祉協議会よりお知らせ

サロンあるあるですが「どこやでこんなん作
ったんやな。それは、どんなん？」「わたしら
のとこもそれしたいわ」、
「あそこの地域は防災
の話を聞いた時になんや色々もうたらしいな」
などと聞くことがあります♪
地域同士でのつながりは、もちろんあります
が「すまいる、いつも見よんねん」、
「すまいる
のサロンのとこ切って帳面に貼りよんねん」、
という声もあります。「すまいる」をしっかり
見てくれているということでとってもうれし
い言葉です♪
さて、８月にも「防災講話」をした地域があ
ります。その際、「トイレの問題等」について
質問が出ました。「男の人はどこででも出来る
けど女の人はそんなわけにはいけへんわ」・・
たしかにそうだなと思いました。
ほとんどの家庭では食べ物・飲み水等の備蓄
をされていると思いますがトイレのことを考
えて準備されている方はいるでしょうか？
何を備えておけばいいのか・・・「備える」
大切さを改めて知るきっかけになりました。

～ひきこもりをテーマにしたみんなの集い場～

室津地区社会福祉協議会では、室津地区にお住
まいの方の敬老をお祝いする、「みる・きく・た
たく・おたのしみ会」を開催します。子どもから
大人まで一緒に楽しめる催しを企画しておりま
すので、高齢者の方だけでなく、ご家族やご近所
お誘い合わせてご参加下さい。

仁井地区社会福祉協議会よりお知らせ

仁井地区社会福祉協議会では、敬老の気持ち
をこめて、地区の住民が一緒に楽しめるふれあ
い交流の会を開催します。コロナの影響で 3 年
ぶりの開催となりますが、大勢の皆さんのご参
加を心よりお待ちしています！
日

日

時

場

所

参加者
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
場

時：第３水曜日
所：富島東ノ町

１０時～
住吉公園 （雨天中止）

内

容

9 月 25 日（日）
13 時半～15 時半
室津ふれあいセンター
（旧室津保育所）
どなたでも参加いただけます。
無料です。
演奏
北淡中学 吹奏楽部の皆さん
踊り
寿希恵会の皆さん
南京玉すだれ ぽんぽこの皆さん
交通安全講話 うさちゃん教室ＯＢ
沖縄唄三線
美ら音

時

9 月 19 日（祝）
10 時～12 時
場 所 仁井スポーツセンター
（旧仁井小体育館）
参加者 どなたでも参加いただけます。
無料です。
内 容 詩吟
(岳風会)岡尾 喜久雄さん
腹話術
西岡 信子 さん
南京玉すだれ ぽんぽこの皆さん
演奏 北淡中学吹奏楽部の皆さん
※ 仁井地区在住７５歳以上の方は事前申込で
お弁当をお持ち帰りいただきます
申込は、担当地区の民生委員さんまで

※どちらの催しも新型コロナウィルスの感染状況によっては、変更・中止する場合があります。

