一宮地域ふれあいサロン予定

第１４８号 支えあいセンターだより

３月１４日（月）

草香サロン

草香会館

トランプゲーム

３月１５日（火）

多賀サロン

多賀集会所

トランプゲーム

３月１７日（木）

あひる倶楽部サロン
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トランプゲーム

３月１９日（土）

撫サロン

撫集会所

遠足

３月２１日（月）

桜みちサロン

西集会所

ペンケース作り

３月２２日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

トランプゲーム

３月２8 日（月）

山辺サロン

山辺集会所

ビンゴゲーム

４月

4 日（月）

深草サロン

深草集会所

お楽しみに！

４月

7 日（木）

明神サロン

明神集会所

お楽しみに！

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
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☆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

気がつけば３月。もう少しで寒さも抜けそうです。

一方で、コロナ禍でも、『集まる』ことを大切にしてきた

コロナ禍での生活も３年目を迎えますが、令和４年に

地域の活動もたくさんありました。オンラインでは、伝わ

消費者被害にご注意を！

なっても、島内での感染状況を鑑み、本会の事業や活

りにくいことも多いですが、対面では同じ場にいる温度

動のみならず、地域の活動も自粛を余儀なくされてき

感があり安心です『感じ合い』。

『 消費生活センターが移転します』

たと思います。寒さと自粛が相まって、気持ちが後ろ向

昨年は小規模ではありましたが、２年ぶりにふるさと

きになることが多かったですが、春という暖かさと新しい

センターでつながりイベントを開催することができまし

出会いや再開に向けて、私はワクワクした気持ちになり

た。会場内で出会う人たちの表情は、オンラインでは

ます。

得られない「感じ合い」がたくさんありました。

◎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。
① ～ ④ 時給 984 円～ 資格所有者優遇!!
① 障がい者支援員パート
竹の子作業所(津名)・
さぬきうどん幸来(津名)
いづかしの杜(北淡)
②デイサービス介助員パート(北淡)
③運転員パート 医療機関への送迎(パート)
④事務補助・地域支援パート(東浦)
⑤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
夜勤 ～ 午前 9 時まで勤務
1 回 12,000 円以上
⑥ケアマネージャー正規・嘱託・パート

2022 年
３月発行

令和４年３月３１日をもって出前市役所が閉
所することに伴い、令和４年４月１日に淡路市
役所本庁（淡路市生穂新島８番地）に移転する
ことになりました。
開所時間は平日 ９：００～１７：００とな
ります。電話番号は変わりません。これから
も、安心して気軽に相談できるセンターとし
て、努力してまいります。どうぞよろしくお願
いいたします。
淡路市消費生活センター0799-64-0999

さて、先月号ではあいあい作業所と多賀小学校の交

私たちは伝え合うことと感じ合うことをこれからもみな

流について紹介させていただきましたが、コロナ禍の中

さんと一緒に紡いでいきたいと考えていますのでよろし

で工夫しながら『オンライン（リモート）』での交流の機会

くお願いします。

を作ることが増えてきました。昨年は、地域でのスマホ

話は変わりますが、ゆうゆうライフでは桃の節句に合

教室や、保育所とサロンのオンライン交流等を模索し、

わせ雛人形を飾っています。私が入局した１６年前は

実施してきました。私自身もオンライン会議や研修が

１組だった雛壇ですが、地域の方から「家では飾らなく

増え、感染の不安なく移動時間もない、新しい形にだ

なったけど、みなさんで見てもらえるなら人形も映える」

んだんと慣れてきました。

と寄贈していただく機会が何度もあり、今年は５組の雛

介護施設や医療機関などでも、対面での面会がで
きない中で、オンライン面会がどんどん取り入れられて
いるそうです。
私たちは日々の生活の中で、他者と関係しあいなが
ら暮らしています。

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：３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）

コロナ禍で改めて感じたつながりの大切さや尊さ、
『伝え合（会）う』ことについて、新しいオンラインという形

壇が飾られました。
あまりの壮観に、誰が呼んだか

『ひな祭り、祭りや（笑）』と。
この紙面がみなさんのお手元に届くころには、利用
者と一緒に想いや時間を
「感じ合い」ながら、雛飾り
を片付けていると思います。

式を織り交ぜながら、みなさんと一緒に進めていきたい

（だいどう）

と思います。

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。

「自分さがしの森』だより 」
あいあいの仕事で、年に４回、江井コミュニティセンタ
ーの掃除をしています。

赤い羽根 募金百貨店

～ひきこもりをテーマにしたみんなの集い場～

２月の「自分さがしの森」は、コロナウイルスの急拡

こんにちは。依然寒さ厳しい日が続きます。２月は
節分豆まき・巻きずしづくり、スカットボール大会を行

メンバーそれぞれに掃除場所を分担してトイレ、調理

大にともない、予定を急遽変更して、いつも会場をお

いました。入居者、職員共に希望される方に新型コロ

室の掃き掃除や拭き掃除、さらに２階にはたたみの部

借りしている冒険の森の整備・清掃活動を行いまし

ナウイルスワクチン追加接種も無

屋もあり、ふだんなかなかたたみの拭き掃除をする事が

た。竹や木を切ったり、薪をつくったり、最後は集めた

事終えることができました。

ないメンバーたちですが、たたみの目に沿って上手に拭
き掃除をすることができるようになりました。
「あいあいさんいつもきれいに掃除してくれるね」
といわれると みんなすごく励みになります。
今、コロナ渦でなかなか地域との
交流ができません。住み慣れた地
域で暮らし、地域のつながりを感じ
られるような活動ができたら、と考
えています。
先月の紙面で紹介させていただいた、多賀小学校と

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

囲気とは少し違い、自然いっぱいの中で体を動かし

参加店舗が、地域のためになる商品をアピールし

ていると、日常から少し離れ、良いリフレッシュの機

ながら、淡路市の福祉活動を応援する、地域支援に

会となりました。

昨今、福祉施設でも、災害や
感染症の有事に対して、BCP（事
業継続計画）という如何にサー
ビスや支援を続けていくかの計画作成が義務付けら

つながる新しいカタチの募金活動です。１月１日

毎日の暮らしの中で、誰にも相談できず、いろんな

から１月末日まで、合わせて 8,865 円 のご寄

ことを考えたり、悩んだりすることが多々あると思いま

付をいただきました。お買い物いただいたみなさ

す。その考えたことや悩みは決して無駄ではなく、い

ま、協力いただいた店舗のみなさま、ありがとうご

つかは自分にとっての糧となると信じたいものです。

ざいました。

でもたまには、自然に包まれたりホッコリする空間で

体調管理はもとより、感染状況に応じて利用時間短

過ごしてみたり、体を動かしてみてはいかがですか？

縮や念のために１日休んで頂くなど、慎重を期して対

私たちは「自分探しの森」を通して、「つながや」や

応しています。 少しでも早く、地域の当たり前の日常

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

の交流で、人気№1 になったチョコポンをバレンタインデ

株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

ーに合わせて、ココア、イチゴ風味のポン菓子『ちょこぽ

麺屋 ZOE 様（志筑）

んミックス』を新発売しました。つながりのある方たちに

HAGI 美容室 様（志筑） せきれいの里 様 （多賀）

声かけをさせていただき、たくさんのご注文をいただきま

カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

した。冬季限定で販売しておりますのでよろしければお
試しください。

２月２１日（月）ボランティアグ

枯葉で焼き芋を作りました。これまでのピザ作りの雰

れました。しおさいでも入居を中心としながらも、デ
イ、ショートといった在宅のご利用者ご家族へのサポ
ートもなるべく止めることがないよう、利用者、職員の

「役割を感じること」を応援したいと考えています。

が取り戻せることを祈るばかりです。感染予防に気を

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

付けて、“しおさい”らしく頑張ります。これからもよろし

日
場
内

時：４月 1 日（金）10 時～14 時
所：プレイパーク冒険の森（淡路市楠本 314）
容：ピザづくり
北欧風サーモンクリームスープづくり
冒険の森での各種体験など
参加費：500 円（材料代）
申込み・問い合わせ先：社協いちのみや
８５-２０４０

くお願い致します。

冬の寒さはまだ残りますが、春が近づいてきてい

参加者さんから「上手に包丁使うね。

ループななえ会さんとあいあい

料理したことあるの？」と聞くと「毎日当

ますね。さて、かおりの丘デイサービスセンターより

作業所のメンバーで、その名も

番で昼食用のみそ汁作っているから、野

近況をお伝えします。２月にはバレンタインデーにち

『切り干し大根交流会』を行いま

菜を切るのはなれているよ」

この共済・保険は、加入されたボランティアの方が自発

なんだ行事を行いました。おやつにはチョコレートの

した。

と返事。家でもお母さんのお

的な意志に基づき、日本国内において他人や地域・社

スイーツも出てきて皆さん喜ばれていました。家でも

切り干し大根を作るには、冬の乾燥した冷たい風の

手伝いしている事や何気

会に貢献するなど社会的に意義があるボランティア活動

チョコをもらえるかなと楽しみにしている方もおられま

吹く晴天の続く頃が一番と聞き、みんなで作ってみよう

もない話題で笑いながら

中の、万が一の事故に備えていただくためのものです。

した。これからも皆様が楽しんで頂けるようなデイサ

ということになりました。参加者さんから「大根たくさんあ

みんなでワイワイと短い時

加入対象者：兵庫県下各市区町社協に登録された

ービスを目指していきますのでよ

るから持って行くわ。大根の切り方とかは自己流やけど

間でしたがたくさん切り干し

ええんかな」と言いながら準備が始まりました。

大根も出来ました。

参加する３人のメンバーは久し

帰りには「また、来てな。待ってい

ぶりに地域のかたと交流すること

るよ」と声をかけていただきうれし、
すまいる原稿2022.3

に少しワクワクしているようでした。

月.docx
恥ずかしそうにしていました。

そして１７本のむっちり太った

地域の方と一緒に作業をしたり、

団体及び個人ボランティア
掛

金

：市民活動災害共済プラン
1 名につき 500 円
天災危険補償プラン
1 名につき 600 円

補償（保険）期間：2022 年 4 月 1 日（中途加入の場合

大根を次々に表紙切りに切り刻

交流する機会を少しずつ増やし

は受け付けた翌日）～2023 年 3 月 31 日

んでいきました。

ていきたいと思います。その時は

加入手続き・お問い合せ 社協いちのみや（８５-２０４０）

よろしくお願いします。（うちこし）

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。
また次回施設の様子をお知ら
せいたします。感染症予防をしっかりと行いながら、
できる限り春を楽しんでいきましょう。
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。

