一宮地域ふれあいサロン予定

第１５３号 支えあいセンターだより

時間は１０：００からです！
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９日（火）

らくしょう

楽 笑 カフェ

田辺集会所

麦わらでヒンメリ作り

８月２０日（土）

撫サロン

撫集会所

HAPPY・・・と人権映画

８月２２日（月）

山辺サロン

山辺集会所

牛乳パックでゴミ箱作り

８月２４日（水）

東山寺サロン

遠田老人福祉センター

地蔵寺さんのいいお話

８月２６日（金）

入野サロン

入野集会所

淡路市保健師さんのお話と
人権映画

９月

１日（火）

明神サロン

明神集会所

人権映画

９月

５日（月）

深草サロン

深草集会所

簡単脳トレ

９月

８日（木）

江井サロン

江井コミセン

人権映画

消費者被害にご注意を！
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

『令和３年度県内、市消費生活相談状況』
令和３年度契約当事者年代比

ています。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
づらいけどテープなら聞きやすい！
という方、社協いちのみや 85-2040 まで連絡下さい。
広報以外にも、リクエストがあれば相談下さい。

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：８月８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！

１９歳以下
２０歳代
３０歳代
４０歳代
５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳以上
無回答

兵庫県
2.6％
8.0％
8.7％
12.7％
15.3％
14.4％
15.7％
9.5％
13.1％

淡路市
1.7％
3.4％
5.5％
14.7％
13.3％
20.5％
20.5％
17.4％
3％

県内の消費生活相談窓口に寄せられた相談件数は
約 4 万 7 千件と 4 年連続 4 万件を超えています。
契約当事者の年代の割合を見ると県では 60 歳以上
が全体の約 4 割（39.6％）
、淡路市は全体の約 6 割
（58.4％）
、70 歳以上は県で約 4 分の 1（25.2％）
淡路市は約 3 分の１（37.9％）を占め、高齢者の消
費者トラブルの占める割合が高いことがうかがえま
す。ネット通販の相談が増加し、定期購入の相談が
過去最多でした。他、宅配便の偽メールや偽サイト
のネットトラブル、水回り修理、暮らしのレスキュ
ーサービスなど料金や作業内容等でトラブルになっ
たと言う相談が増加しています。消費生活で困った
時は一人で悩まず、お気軽にご相談下さい。
淡路市消費生活センター 0799-64-0999
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編集・発行：淡路市社会福祉協議会 地域支えあいセンターいちのみや
淡路市北山７１２ 電話：0799-85-2040 ＦＡＸ：0799-85-2240
☆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

７月１２日（火）郡家地域の田辺集会所でサロンから

そして田辺地区では

形態を変えたコミュニティーカフェ『楽笑（らくしょう）カフ

他にもいろいろな活動

ェ』が始まりました。

が進められています。

コミュニティーカフェは地域の集会所や空き家、個人

“田辺棚田の里協議会”

宅などで、手芸やお茶しながらお話ししたりして、出入り

では道行くたくさんの人

自由で、どなたの参加でも OK な居場所です。

たちに楽しんでもらいた

田辺地域のかたが、「コロナ禍だからこそ地域で集ま

いと、県道沿いに一年

る機会と場を創りたい」という想いから、地域の方や私た

を通してひまわり、コス

ちも参加させていただき、協議を重ね、楽笑カフェが始

モス、菜の花を植えて

まるまでには、いきいき１００歳体操の案内を作ったり、

います。

近くの先輩カフェと交流し「力入れ過ぎず楽しんだらいい
よ」と教えていただき、そしてカフェがオープンしました。

ひまわりの名前は
「ジュニア スマイル☺」

そしてこの夏も一宮小学校上の休耕田に５月中旬に
種まきをした“ひまわり”が小学校の子供たちはもちろ

初回は町内会役員さんや老人クラブ会長さんも交え

ん、散歩をしている人や車が信号で止まった時も楽しま

て、今後の計画や運営方法などをみんなで話し合いま

せてくれています。あるかたは「手入れされた田んぼに、

した。

こんなに綺麗に花を咲かせてくれて見とれてしまうなぁ」
と言いながら携帯で写真を撮っていました。

参加された方からは「田辺は
住居が密集しているところが少

そして地域の出来事や農業

ないため、わざわざ訪ねて行か

関係の近況などを伝える広報誌

ないとみんなの顔を見ることが出

『田辺棚田の里通信』を９年前

来なかった。こんな集まれる場所

から発行しています。

が出来た事がすごくうれしい」と表情が弾んでいました。
今後もみんなで相談しながら『楽笑カフェ』だけでなく
老人クラブの活動の幅も広がりそうです。毎月第２火曜
日１０時から１２時までの開催予定です。

地域全体で地域のことを共有
することはとても大事なことだと
思いました。
そしてみんなが散歩の途中で
ちょっと一休みできる“ふれあい花壇”

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。

次回カフェ（手芸）の
準備中

はたくさんの方々を花とベンチで迎えてくれます。
『楽笑カフェ』は今始まったばかりの地域の集まりの場

共同募金は、地域福祉の貴重な財源として活用させて

ですが、ひまわりのように明るく、そして『楽しく笑う』場に

いただいています。

なっていく様に想いを馳せると、コロナ禍でもつながりが
芽生えていく力強さに心が躍った一幕でした。（うちこし）

５月上旬、今年プランターファーム見守りプロジェクト

「苗が混じっとたんやなぁ。別にええんよ

に初めて参加された『一宮オイル（有』さんにその後を取

唐辛子も漬物とかに使えるから。こんな

材しました。

事あるんやなぁ」と話されました。

給油に来たお客さんが、お店の隅で育てていたミニト

赤い羽根 募金百貨店

手作り募金箱大募集！
淡路市内の小学生 を対象に、

苗の時にはピーマンも唐辛子も万願
赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～

手作り募金箱を募集しています。

マトを見つけて、「これどないしたん、トマト植えたんか。葉

寺とうがらしも見た目もそっくりで分かり

っぱ採らんと実に栄養いかんぞ。」と教えて頂いたので葉

ませんでしたが、他にも唐辛子の人いるのかもしれませ

るぐるプロジェクト」は、募金付き商品を企画

っぱを採ると、今度は又違うお客さんが給油しに来るた

ん。そんな時はすみません、お許しください。

された参加店舗が、地域のためになる商品をア

応募作品：「赤い羽根」または｢共同募金」を

江井サロンでは「わき芽が解らなくて採らなかったけ

ピールしながら、淡路市の福祉活動を応援す

表示した手作り募金箱

ら」とわき芽取りをして帰っていきます。

ど、実も大きくなって毎朝、たくさん美味しく食べている

る、地域支援につながる新しいカタチの募金活

応募点数： ひとり１作品

このように一宮オイルのミニトマトは

よ、見に来てよ」とみんなから報告をいただき“江井プラ

動です。6 月１日から６月末日まで、合わせて

応募方法 ： 最寄りの地域支えあいセンターに

ンター街めぐり”をしました。

8,040 円 のご寄付をいただきました。お買い

びに、「わき芽採った方が実大きくなるしいっぱい生るか

経験豊かなお客さんの協力で立派に
大きく赤い実をたくさんつけています。
正面さんは「初めてトマト植えてみて

ら土足した”“枝折れないように

トマトいっぱい食べて植えて良かった」

隣のプランターまで支柱伸ば

と話されました。

してる”“息子が手入れして収

しの苗植えたら、唐辛子だったわ」と笑いながら報告が
ありました。見に行くと確かにその姿は、万願寺のように
ぶら下がらず、細くまとまって上向いてツンとそびえたっ

みなさま、ありがとうございました。

“根っこが見えてきたから上か

お客さんと会話も多くなっておいしい

そして深草サロンで参加した方からは「万願寺とうがら

物いただいたみなさま、協力いただいた店舗の

“液体肥料をやっているよ”

＊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）

穫までしてる”などいろいろな工夫や家族のコミュニケ
ーションなども教えて頂きました。
これからいよいよ夏本番、トマトも万願寺も日焼けしそ

麺屋 ZOE 様（志筑）

８月２２日から９月９日までに提出

参加特典： 応募された方全員に、
あかはねちゃんグッズをプレゼント！
＊製作された募金箱を、
１０月１日からの共同募金運動で活用します。

一宮オイル(有) 様（多賀）

(有)萩美容室 様（志筑） やき焼亭 様（志筑）

みなさんの応募お待ちしています！

カットハウス ロング様（佐野）

うですが夏野菜いっぱい食べて乗り切りましょう。

ています。

（うちこし）

これはまさしく唐辛子です。

あいあい夏休み企画イベント！！
夏休み限定こども弁当作ります。（テイクアウト）

【 メニュー 一覧 】
・7/29(金) から揚げ丼（３００円）
・8/５(金) 魚フライ弁当（３００円）
・8/12(金) オムライス（３００円）
・8/19(金) 肉だんごの甘酢弁当（３００円）
・8/26(金) 三色丼（３００円）
☆ご飯は 大盛り も出来るよ 。い っぱい 食べて
ね！！
（おとな分の注文は 一食５００円となります）
ご注文・お問い合わせ あいあい作業所
電話・ファックス：０７９９（８５）２８８２
＊ご注文は前日の 12 時までにお願いします。
＊お弁当の受け渡しは 11 時半頃から 13 時頃
まで
(あいあい作業所に来てね！！)

暑中お見舞い申し上げます。新型コロナウイルスの

いよいよ夏本番。かおりの丘デイサービスセンター

感染再拡大期を迎えていますが、日々の感染予防で

では 7 月に入り冷たいかき氷を楽しみました。涼を楽

乗り切りたいものです。

しむレクリエーションを企画しながら暑い夏を乗り切っ

７月の七夕行事では、まんが日本昔話をみんなで見
て「七夕」のいわれを振り返りました。老若男女問わず
懐かしいまんが日本昔話。皆さん淡路島を舞台にした
まんが日本昔話が放送されていることはご存知です
か。「三十五日目の山参り」「柴右衛だぬき」「伊衛門た
ぬき」などなど。インターネット上の動画でも一部見るこ
とができます。温故知新。しおさいでも時々利用者さん
と見ています。
子どもさんからお年寄りまで、

ていきたいと思います。
また、夏野菜の収穫も始まり、きゅうりやピーマン

このコーナーでは、いちのみや地域から寄
せられた「感動したこと、うれしかったこ
と、最近思うこと」等を、紙面を通じてお伝
えしていきます。
みなさんのお声をお届けください。

などたくさんの野菜を収穫することができました。
これか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もお待ちしております。お気
軽にお問い合わせください。
みなさん猛暑が続き、最近では

縁があって、犬を飼うことになりました。
軽い気持ちで受けたけど、実際の大変さで心
がくじけそうになりました。
最初は義務と感じた散歩が、気が付けば習
慣になり、体と気持ちが楽になり、散歩で出

自宅の中で過ごしていても熱中

会う近所の人たちとのお辞儀が、挨拶に、そ

みなさんも夏休みに地元淡路

症になるということをよく耳にしま

して会話になっていく新しいつながりを感じ

の昔話を一度ご覧になって楽

す。水分補給と体調管理に気を

ました。家族の会話も増えていきました。こ

しんではいかがでしょうか。引き

付けていきましょう。

こでは語りつくせないことがいっぱいありま

続き感染症予防に気を付けなが

すが、新しいつながりや家族のきずなを気づ

ら、暑い夏を乗り越えましょう。

かせてくれた『八チ』。ありがとう。
（４０代 郡家）

