一宮地域ふれあいサロン予定
２月１５日（火）

多賀サロン

多賀集会所

民踊同好会さんの春踊り

２月１５日（火）

撫サロン

撫集会所

クラフトテープで結び雛作り

２月１７日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

ビンゴゲーム大会

２月２１日（月）

桜みちサロン

西集会所

ペンケース作り

２月２１日（月）

草香サロン

草香会館

ビンゴゲーム大会

２月２２日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

トランプゲーム

２月２５日（金）

入野サロン

入野集会所

中田さん手芸

３月

７日（月）

深草サロン

深草集会所

お楽しみに！

３月

９日（水）

山田さくらの郷サロン

山田さくらの郷

お楽しみに！

江井サロン

江井コミセン

お楽しみに！

３月１０日（木）
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コロナ以前は、毎年、作業所に児童が来所してポン菓子
作りや袋詰めなど、メンバーと作業をして交流をしてまいり
ました。今年は直接の対面は叶わず、リモート交流学習と

消費者被害にご注意を！

なりました。離れていても子どもたちに臨場感を持って理解
してもらうために、話し合いをすすめ当日を迎えました。

◎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。

『 携帯電話は自分に合った機種を
選びましょう 』

３年生のみなさんとご家庭、先生方にはあいあいの

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・パート）(津名)
資

格

自動車免許

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（東浦）
⑤ 送迎運転員（パート）
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

「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0799-64-0999

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
淡路市社会福祉協議会・淡路市善意銀行に
寄附いただきありがとうございます。
寄付者の善意にお応えできるよう、地域福祉
活動に有効に活用させていただきます。
１２月
法華宗

淡路教区青年会

様

‐‐金一封

日時：2 月 14 日（月）
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）

子どもたちの声
今度あいあいに行きたいなあ。

自主製品を事前に食べていただき、当日は、メンバー

ポン菓子の作り方がよく分かったよ。まんでマカロニのたこ

による製品のプレゼンテーションから始まり、それを聞い

焼き味美味しかった。ポン菓子の機械見てみたいな。楽

て児童の最終投票で№1 を

しかった。など、たくさんの声を聞くことがことできました。

決めました。

広報大使に任命

画面越しの子どもたちにわか

③ グループホーム支援員（パート・夜勤あり）(津名)

資

№1 を決めよう！

るように、ゆっくり丁寧に発表し

多賀小学校３年生が、あいあいの自主製品を地域の人
にもっと愛していただけるようにポスター作成にとりかかりま

ました。

す。地域に掲示させていただき広報活動を展開して

あいあい自主製品 NO．1 決定 !!

いきます。（子供たちのポスター掲示は２月を予定し

№１ チョコポン

ております。町でぜひ見つけてご覧ください）

チョコレートで固めた冬季限定一口ポン !!
№２ まんでマカロニ
たこ焼き味 子どもにもおつまみにも大人気 !!
№３ マカロニかりんとう
生姜味、体ぽかぽか冬限定、お年寄り、女性好み !!

福祉交流学習の大切さ
あいあい作業所は一宮で開所して２５年になります。一
宮認定こども園の隣りにあります。身近にありながら、あい
あいの様子を見ていただける機会はなかなかありません。
福祉学習を通して、生まれ育ったこの地で働き、暮らして
いる仲間たちのことを知ってもらうことは、長い時間かけ

ポン菓子はどうやってできているの？
モニター越しにも実演のポン菓子を叩

て、少しずつ、子どもたちに伝わっていくものと思います。
子どもたちにとって気

く音、白煙が立ち上がり、迫力が伝わ

づきの場になれば、幸い

り、大歓声が起こりました。ポン菓子

です。不慣れなリモート

クイズでは子どもたちの考える様子も

交流にたくさんの方にご

映し出され、普段の交流に近いものを

協力をいただき、ありが

感じました。

とうございした。

『自分探しのもり』だより 』
今年度も赤い羽根共同募金運動に、温かいご理解

赤い羽根

とご協力を賜りありがとうございました。

募金百貨店

～ 自分ごとに置き換えて ～

に関する相談窓口を開設していま

また、淡路市のマスコットキャラクターをデザインした
マスクあわ神ピンバッジも好評で、多くの皆さまにバッジ
募金にご協力いただき、あわせてお礼を申し上げます。
皆さまから寄せられた募金は、淡路市内における来
年度の地域福祉活動費を中心に、兵庫県域における
施設整備費や福祉団体等への活動助成、災害時に
備えての積立金などに配分され、地域のために役立て
られる仕組みになっています。
淡路市では、ふれあいサロン、子育て支援、福祉学
習の推進、地域の見守り活動支援などに活用させてい
ただく予定です。

募 一宮地域の募金額
金 方 法

（11 月
日現在）
金30額

淡路市社協では、「ひきこもり」

コロナ禍において、外出を自粛する生活を誰し
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 月末日
まで、合わせて 13,805 円 のご寄付をいただきま

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 人で過ごす時
間が長く続くと、孤独感や不安が募ってきて「誰
かと話したい」
「どうしたらいいか分からない」と

中で乗り越えてきたと思います。しかし、ひきこ
が自粛生活で感じた何倍もの不安や葛藤を抱え

1,076,901 円

法人募金

215,000 円

学校募金

19,503 円

HAGI 美容室 様（志筑） せきれいの里 様 （多賀）

の安心感。まずは、
「ひきこも

職域募金（バッジ募金）

91,360 円

カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

り」について自分ごとに置き

その他

考えさせてください。

もり状態にある方は、コロナ禍以前から、私たち

戸別募金

一宮オイル(有) 様（多賀）

切なこれからの人生について一緒に

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

麺屋 ZOE 様（志筑）

どなたの相談でもかまいません。大

私たちは直面した課題や不安に対して、時には

店舗のみなさま、ありがとうございました。

株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

て相談に応じます。ご本人、ご家族

感じることがあったのではないでしょうか。

した。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

す。不安や悩み、様々な状況につい

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

換えて考えてみませんか。

62,899 円

（イベント、募金箱など）

合

計

1,465,663 円

社協の移動販売
『いづかしの杜』だより
【訪問日】
毎週木曜日
（原則祝日もあります）
【販売場所と時間】
9：50 尾崎会館隣駐車場
10：30 草香会館
11：00 高山研修所
11：30 入野あみだ堂
13：30 柳沢西の上集会所
14：00 井手集会所
14：40 旧遠田保育所
１か所での滞在時間は１５ 分～２０ 分程度を予定して
います。※販売時間は若干前後することがあります。

ご注文や商品に関するお問い合わせは

寒さ厳しくまた、感染症予防に気が抜けない
日々が続きます。しおさいでは、１月１日にオンラ
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

で、神主さんが新年の祝詞をあげ

窓口に、職員手作りのキャラクター募金箱を設置

てくるなか、お一人お一人が本坪

しました。みなさまからの心のこもった募金を、

鈴（ほんつぼすず）を鳴らし、お

淡路市内の児童養護施設やファミリーホームに

賽銭をいれて手を合わせます。

お見舞い金として届けました。

「流行り病がおさまりますように」

歳末キャラクター募金箱

219,304 円

「楽しい年でありますように」
「元気で過ごせます

蒼開中高ジャズバンド部

34,664 円

ように」などと思い思いの願いを込めて参拝を済

（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）

地域生活多機能拠点「いづかしの杜」
淡路市仁井1478

インで初詣を行いました。大型スクリーンのなか

ご協力ありがとうございました。

Tel 0799-80-2678

ませました。時代や時の情勢によって生活様式も
変わるもの。お正月の初詣を機にあらためて感じ
た次第です。新型コロナウイルス感染拡大傾向が
続いています。ご利用者、職員一同、地域の皆様と
同じく当たり前の生活を送れるように、引き続き
感染予防に気を付けていきます。今後ともしおさ

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。

いをどうぞよろしくお願い致します。

冬本番の寒さになっていますが、いかがお過ご
しでしょうか。さて、かおりの丘デイサービスセ
ンターより近況をお伝えします。
１月には新年が始まったこともあり、福笑いや
新年会、鏡開きを行いました。利用者様の喜ぶ姿
を見ることができて嬉しく思います。また、プラ
ンター栽培も継続しており、パンジーがきれいに
咲いてきています。今後は押し花
に活用していく予定です。
サービス利用のご相談もお待ち
しております。お気軽にお問い合
わせください。
また次回施設の様子をお知らせいたします。ま
だまだ寒さが続いていますので、油断せず体調に
気をつけていきましょう。今後とも、かおりの丘・
ヴィラ一宮をよろしくお願いいたします。

