一宮地域ふれあいサロン予定
１月１１日（火）

深草サロン

深草集会所

カルタ大会

１月１２日（水）

山田さくらの郷サロン

山田さくらの郷

クラフトでお雛様づくり

１月１３日（木）

江井サロン

江井コミセン

カルタ大会

１月１７日（月）

草香サロン

草香会館

カルタ大会・簡単脳トレ

１月１７日（月）

桜みちサロン

西集会所

カルタ大会

１月１８日（火）

多賀サロン

多賀集会所

カルタ大会

１月１８日（火）

撫サロン

撫集会所

淡路市の栄養士さんのお話

１月２０日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

カルタ大会

１月２４日（月）

山辺サロン

山辺集会所

お楽しみに！

１月２5 日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

中田美保子さんの手芸教室

２月

３日（木）

明神サロン

明神集会所

淡路市消費生活センターのお話

２月

７日（月）

深草サロン

深草集会所

ビンゴゲーム大会

２月１０日（木）

江井サロン

江井コミセン

スクラッチアート
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みなさん、明けましておめでとうございます。令和４年
がスタートしました。

止しましたが、昨年は規模を縮小し、ささやかながらも

年と自身が齢を重ねた寂しさをしみじみ感じるようにな

いちのみやの『ぼちぼち集まろか』イベントとして開催す

った今日この頃…。みなさんにとって昨年はどんな年で

ることができました。

先が見えたようで、なかなか先が見えてこないコロナ
禍。それぞれの感じ方はあるものの、この２年余りで私

職

種 地域福祉活動専門員(地域支援業務)

応募資格

年齢 35 歳未満(R4 年 4 月 1 日時点)
学歴

高校卒業(見込み可)以上

資格

自動車運転免許
社会福祉士･受験資格者 優遇

たちは改めて『つながる』事の大切さを強く感じました。
◎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 竹の子作業所・さぬきうどん幸来(津名)
（障がい者支援・パート）
資

試

験 日 令和 4 年 1 月 30 日(筆記･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ)

※U ﾀｰﾝ歓迎｡希望者は下記までご連絡ください｡なお､法人
理念･業務内容･施設見学等お気軽にお問い合わせくださ
い｡

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：１月１１日（火）
10：00～11：30+
場所：ゆうゆうライフ（北山）
☆かおりの丘在宅介護支援センター
0799-86-0668（担当 清水）
☆ゆうゆうライフケアプランセンター
0799-85-2040（担当 引野）

格

自動車免許

② 送迎運転員
（パート）
資

格

自動車免許

③ グループホーム支援員(津名)
（パート・夜勤あり）
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 ケアマネージャー（北淡）
（正規・嘱託・パート）
資
①～④

格

民福祉祭りは、一昨年は島内の感染状況を鑑みて中

新しい年を迎えた喜びもさることながら、過ぎ去った１

したでしょうか？

まずは、エントリーお待ちしています

さらに毎年１１月にふるさとセンターで開催される住

会場内で久しぶりに出会う人々の輪やつながりを目
の当たりにして、イベントを開催して本当に良かったと
思いました。
国内、島内の感染状況により、その時々で地域の

昨年を振り返ると、当センターが事務局をさせていた

活動の濃淡はあったものの、地域では情報や知見を

だき、実行委員やみなさんの力合わせで、いちのみや

更新し、工夫しながら『コロナ禍でもできる』活動が産

地域で花火が揚がりました。

まれています。

『密』を避け、いちのみやのみなさんが元気になれる

今年は、コロナ禍でもできる活動をさらにみなさんと

ように、実行委員と協議を重ねながらつながっていった

共有し、積み重ね、地域活動の再開（再会）のお手伝

『コロナ禍だからできた』活動。

いしていきたいと考えておりますので、変わらぬご支援

また、未知のコロナウイルスを恐れ、サロンや地域の

とご協力をお願いいたします。

集まりの自粛を余儀なくされたとき、野菜を植え、育て

最後になりましたが、今年は寅年にちなみ、みなさん

ながら、声掛けや見守りができるよう『プランターファー

と、 いろいろなことに「トライ（寅い）」していきたい（汗）

ムプロジェクトクト』に多くのかたが参画してくださり、多く

と思いますのでよろしくお願いします。

の声をいただきました。この取り組みも２年目を迎えて、

（センター長 やまなか）

さらに進化、深化して見守り、声掛けの輪が拡がってい
ます。

自動車免許、介護支援専門員

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

この広報誌は、みな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。
共同募金は、地域福祉の貴重な財源として活用させていただいています。
☆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

『自分探しのもり』だより 』
１２月１８日（土）青空も覗く寒さの中、旧遠田保育園で
開催された「子育て学習センター『ＨＡＰＰＹ ＣＨＩＲＩＳＴＭ

１２月７日(火)、楽しみにしていた日帰り旅行でイングラ
ンドの丘へ行きました。仲間は、「コアラ起きとるかな」とワ
クワクしながら出発。あいにくの雨でしたが、園内は鮮やか

ＡＳ』に参加してきました。

にクリスマス一色に彩られて綺麗でした。

当日はコロナ対策をした上

コアラは一日の大半を寝ていますが、ちょうどエサの時間

で約 30 組の親子が参加さ

でかわいい食事中の姿に見とれてしまいました。カピバラ

れました。

の入浴、かわいい動物にも出会いました。植物館の中は、

“コロナ禍でも子どもたちみん
なで楽しめることがしたいけどどうしたら出来るのだろうか”
と、たくさんの話し合いが行われました。地域のなじみの場
であり、開催の場となった園庭について、普段、かかわりの
ある住民の方々に相談すると「出来ることは協力するよ」と
のお返事が。草木も大きくなり鬱蒼としていましたが、園庭
の手入れをしていただき、以前の明るくきれいな園庭が戻
ってきました。“ヒマラヤ杉”も喜んでいるようでした。
今回の催しは、地域の方々の事前の木や草の伐採作業
や、当日の車誘導など寒い中協力、応援していただきまし
た。そしてみんなが子どもたちの喜ぶ顔が見たいとの思い

赤色と白色のポインセチアでデコレーションされクリスマス
気分で写真を撮りました。
昼食はシャトルバスで移動
し、ファーマーズキッチンで

～ひきこもりをテーマにしたみんなの集い場～～

12 月の「自分さがしの森」は、いつものピザづくりに加え、竹と炭
を使ってバームクーヘンを作りました。
左の写真から右の写真の厚さになるまで生地を流して焼いてを繰り返
し、いろんな人が入れ替わりで竹を回し続けること約 4 時間！
炭火の上で廻す生地をただ黙って眺めたり、時々向かいの人と話したり、
いろりを囲んで過ごしているような、ゆっくりと充実した時間でした。
山に入れば違う世界。わずかに揺れるハンモックに身をゆだねれば、
サワサワと木の葉から風の音が届きます。優しい木漏れ日を浴びて過ごす時間が、本当に心の底から、
自分の何かを充電することができたように思いました。悩みもスーッと消えていくようなこの体験を
まだ出会っていない方にも体験してほしくて、このことを伝えたいと思いました。
誰かと過ごすことも、森に身をゆだねることも自由です。今の自分から一歩踏み出してみようと
考えている方、ぜひお気軽に、森へお越しください。

自分の好きなプレートランチ
を食べ、お土産を買って楽

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

しい一日を過ごしました。

次回は 2 月 4 日（金）の予定です。

コロナ前は、ボランティアさんにも参加していただき交流
を楽しんでいたので、来年は一緒に日帰り旅行に行き、つ
ながりを深めることができたらいいなと思っています。

新年あけましておめでとうございます。
１２月は感染状況の落ち着きもあり、忘年会やクリスマス

で出来たことだと思います。

新年明けましておめでとうございます。かおりの丘は、昨

会の開催、またご利用者とご家族の面会も、感染予防の

年以上により皆様に安心して楽しんでいただけるように頑

もと、従来より時間が持てました。また淡路市社会福祉協

張りますので、よろしくお願いします。さて、かおりの丘デイ

議会さんから職員を対象に、ひきこもりサポーター講座を

サービスセンターでは、12月には先月に引き続き、オンラ

開催して頂きました。コロナ禍のなか、閉塞感がより募る

イン運動会を行いました。結果は3位でしたが、利用者

日々。ご本人やご家族のしんどさ。しおさいが専門とする

様・職員ともにとても楽しそうに取り組んでいました。これか

認知症とも通じる部分が多分にあります。ご本人やご家族

らも皆様が楽しんで頂けるようなデイサービスを目指して

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

を地域で受け止め、支えるという視点に、職員一同とても

いきますのでよろしくお願いします。サービス利用のご相談

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店

共感を覚えた次第です。一宮地域の福祉サービスの関

もお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。ま

舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡

係機関の一つとして、事業所としても理解を深め、地域づ

だまだ厳しい寒さが続いていますので、体調に気をつけて

路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新し

くりの一端を担えるように頑張っていきます。

いきましょう。今後とも、かおりの丘・ヴィラ一宮をよろしくお

創業から１２０年、半世紀以上にわたり日本各地の

いカタチの募金活動です。１１月１日から１１月末日

本年もどうぞよろしくお願い致します。

願いいたします。

離島と離島を結ぶ海底ケーブルや水道管などの敷

まで、合わせて 7,740 円 のご寄付をいただきまし

設、撤去等を行う関海事工業所。24 時間交代で何

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた

か月も作業船で働く乗組員を支える備蓄米の一部

店舗のみなさま、ありがとうございました。

子どもたちがシンボルである
“ヒマラヤ杉”の下で踊り、走り
回る姿は眩しく自然と笑顔にな

赤い羽根 募金百貨店

る楽しいひと時でした。
（うちこし）

～淡路市善意銀行だより～
株式会社関海事工業所さまから
精 米 800kg を ご 寄 付 い た だ き ま し た

を、この度地元へ貢献したいという思いとともに、淡
路市社会福祉協議会と
ぶったぁ福祉会に寄付
してくださいました。
いただいた精米８００㎏
は、食糧支援やフードバンク、各作業所などにおい

津名中トライやる！消費生活センターたより
津名中トライやるの皆さんが書いてくれました。第 2 弾
淡路市消費生活センター

＊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）

HAGI 美容室 様（志筑） せきれいの里 様 （多賀）
カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

SDGs とは？

みなさんは SDGs を知ってい
ますか？SDGs とは貧困、
紛争、
気候変動等、様々な社会的課題
解決に向けて２０３０年まで
に達成すべき持続可能な開発

て、共生社会の流れをつなぐケーブルのように、その

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうござ

志を十分に活用させていただきます。ありがとうござ

いました。詳細につきましては、次号にて報告

いました。

させていただきます。

目標です。私たちができる事は
なんでしょうか？

３R を知ろう！！

限りある資源
を大切に・・

３R とは、リデュ
ース、リユース、
リサ イクルの 事
です。その３R を
図で紹介します。
―今できることー
２０５０年の海は魚より
プラスチックのごみの方
が多くなる恐れがあるそ
うです。海などにごみを捨
てないことが大切です。

