一宮地域ふれあいサロン予定

第１５２号 支えあいセンターだより

時間は１０：００からです！

７月 5 日（火）

山田さくらの郷サロン

７月１１日（月）

草香サロン

山田さくらの郷

お出かけしよう！

草香会館

消臭剤作り

楽 笑 カフェ

田辺集会所

お楽しみ会

７月１４日（木）

江井サロン

江井コミセン

お楽しみ

７月１６日（土）

撫サロン

撫集会所

西谷栄養士さんのお話

７月１９日（火）

多賀サロン

多賀集会所

ハガキでペンケース作り

７月２１日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

人権映画

７月２５日（月）

桜みちサロン

西集会所

ゲーム大会

7 月２５日（月）

山辺サロン

山辺集会所

消費者生活センターのお話

７月２６日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

人権映画

深草サロン

深草集会所

人権映画

らくしょう

７月１２日（火）

８月

１日（月）

消費者被害にご注意を！
◎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。
①～③時給 961 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)・ひまわり作業所（東浦）
②運転員パート 医療機関への送迎(一宮・岩屋)
③もみじの里デイサービス(北淡) 介護福祉士募集中!

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

淡路市広報や淡路市社協広報「すまいるいちのみや」
などを朗読し、目の不自由な方達に朗読テープを届け
ています。

『害獣駆除で思わぬ高額請求』

『天井裏のイタチを何とかしたくてネットで調べ
た業者に電話をした。２０万円の作業を依頼し
た。作業途中で追加作業が必要と説明され、了承
した。作業は終了し追加料金を請求されたがまだ
屋根裏で音がする。駆除できなくても料金は支払
ってもらうと言われた。
』●害獣（ネズミ、イタチ
など）・害虫（蜂、シロアリなど）駆除の作業内容
と料金を確認し、複数社から見積もりを取り比較
検討しましょう。●慌てて事業者を呼ばずに、ま
ずは自治体に確認してみましょう。
淡路市消費生活センター0799-64-0999

リスナーの高齢化にともないテー
プを聞かれる方が少なくなっていま
す。小さい活字は読みづらいけど

この広報誌は、みなさんからお寄せいただいた「赤い

テープなら聞きやすい！という方、

羽根 共同募金」の配分金の一部を活用して発行して

社協いちのみや 85-2040 まで連絡下さい。

います。共同募金は、地域福祉の貴重な財源として

広報以外にも、リクエストがあれば相談下さい。
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『さ～さのは さ～らさら の～きばに ゆ～れる』

別れ際の「また来週も集まれるかな」と、（よらん

うだるような暑さではなく、涼しい夏の夜を思い浮か
べ歌ってみました（冷汗）。
『彦星と織姫という男女の星が、天の川をはさんで
向かい合い、この２つの星が１年
に１度、７月７日にだけ会
えるという言い伝え』が七
夕の起源と記憶しています。
浴衣を着ることもなく、短冊
に願いを書くこともありませんが、童心に帰りたいと思
いが強くなる、今日この頃。

か学園）なんとも言えないやり取りが、この２年間の
コロナ禍を象徴しているようですが、休止期間中も

彦星と織姫が１年に１度だけ再会できるほどではあ
りませんが、コロナ禍で私たちは集まる（会う）ことに大
きな制約を受けてきました。それでも私たちは工夫や
知見を重ね、活動を再開してきました。又、新型コロ
ナ対策の基本的対処方針の見直しがあり、マスク着
用の考え方も変わってきました。
さて、ゆうゆうライフでも地域に向けて開放を行って
いた毎週木曜日の「よらんか学園」を６月初旬より再
開しています。
再開初日のこと、これまでの自粛生活の中、家で
作っていたクラフトなど

センターいちのみや運営委員会においてコロナ禍
でも安全に地域活動やイベント開催ができる知見
を得ようとの話が出ました。イベントをいろいろな人
や主体をつなげる「居場所」の回復事業として進め
ていきます。
自分にとっての「居場所」とは、身近な方や知人
など、人との「つながり」が感じることのできる居心
地のよさがある所ではないかと私は思います。
本会の基本理念である「共生循環型地域社会
づくり」は子どもや障がいのある人、高齢者など属
性にとらわれることなく混じり合いながら、住み慣れ

を個々に提げながら
「久しぶりに、私たちの
場所に帰ってくることが
できた」との声がありま
した。

た地域で暮らして続けていくことを目標としていま
す。
皆さんにとっての居場所の再開（会）をお手伝い
ができるような地域活動や協議を重ねていきたい
と考えています。

よらんかメンバーと連絡を取り合いながら、話しを
続けてきました。
当たり前のようにあった「居場所」を再開できたこ
との喜びと、継続していくことへの強い想いを感じた
ひと時でした。
話しは変わりますが。本紙面４月号で掲載した、
今年度のセンターいちのみやの計画の一つに「イ
ベント開催」を設定しており、先般の地域支えあい

【手作りのクラフトかご】
（だいどう）

活用させていただいています。

【

赤い羽根 募金百貨店

６月１４日（火）コロナウィルスの影響で仲間達と一
緒に出かける事が少なくなっている中、新しくできた尾
崎小学校跡地､オサキ食堂・カフェテラス SAKIA にラ
ンチに行ってきました。
日替わりメニュ－は鶏もも肉のソテー、淡路島玉ね
ぎのキャラメルソース、ズッキーニとしらすのトマトソー
ススパゲッティでした。事前に食べたい物を決めてそ
れぞれ好きなものを注文しました。
普段とは違ったおしゃれな空間で ちょっと緊張しな
がら 美味しくいただきました。
食後には入口近くで販売していたレーズンパン､あん
バタ－、もちもち湯だねパン等を
買いました。
コロナが終息したら仲間たちと
『もっと色々なところにいきたいね
』と話しました。

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催し
ています。
日時：8 月５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
参加費：500 円（材料費込み）
申し込み・問い合わせ先：社協いちのみや
８５-２０４０まで
◎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。

ドレッシングでぐ～るぐる
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。５月１日から５月末日まで、合わせて
8,181 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＊

１本（４５０円）購入のうち、３０円の

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

ご寄付をいただきます。 販売場所は、

麺屋 ZOE 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

(有)萩美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

楽しいひとときでした。

ひまわり作業所

カットハウス ロング様（佐野）

ひまわり作業所（TEL74-0337）にお問い
合わせください。
＊地域支えあいセンターいちのみやでも、お取次ぎい

梅雨のさなか、みなさまお変わりないでしょうか。し
おさいでも熱中症はじめ、体調には気を付けて過ごし
ています。

気温も高くなり、ジリジリと日差しの強い日が続い
ています。皆さまお体をご自愛ください。
お伝えします。６月ですが、去年も好評だったミック

り、マスク着用の考え方も変わってきました。しかし、

スジュース屋さんを行いました。自分の好きな果物

やはり高齢者施設では集団での生活ともなり、どこま

を入れて自分だけのミック

で緩めていいものか目安もなく、なかなか判断が難し

スジュースを飲むことができ

い日々となっています。

ました。おかわりをされる方

発に動き出しました。近隣への散歩とお花見、食事
に関することなど。外に出て、全員で

もおり、皆さま美味しく飲む
ことができました。
これからも皆さまが楽しんで頂けるようなデイサ

アイスクリームを食べたり、テイクアウト

ービスを目指していきますのでよろしくお願いしま

でハンバーガーを食べたり。皆さん、

す。サービス利用のご相談もお待ちしております。お

食事とは別腹。ハンバーガーの食べ

気軽にお問い合わせください。また次回施設の様

っぷりはお見事でした。

子をお知らせいたします。

以前の生活を思い出して、感染予防は続けながら
１日１日を大切に過ごしていきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）

さて、かおりの丘デイサービスセンターより近況を

新型コロナ対策の基本的対処方針の見直しがあ

そんななかできることから始めようと、少しずつ活

たします。（０７９９‐８５‐2040）

まだまだ暑い日が続きますので、体調に気を付
けながら夏を乗り切っていきましょう。

日時：７月１１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）
お気軽にご参加ください！

