淡路市社協だより
日

時 間

行

事

名

場

所

1月

６日（木） １０：００

大町カフェ“ いえもん”

大町会館

1月

8 日（土） １１：００

連東中サロン（志筑）

楽中庵

1 月 12 日（水） １０：３０

介護のはじめ

センターサロン寄り道

1 月 1３日（木） １３：３０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

1 月 17 日（月） １３：３０

花水木サロン（大町）

大町会館

１０：００

大町上カフェ

大町上公会堂

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

生穂浜カフェ

KOKAGE 工房

大町カフェ“ いえもん”

大町会館

興隆寺サロン（佐野）

興隆寺会館

９：３０

高倉サロン（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：００

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

１０：００

認知症カフェ“おひさま Cafe”

志筑個人宅庭先

１３：３０

里サロン（塩田）

里コミュニティプラザ

1 月 19 日（水）

1 月２０日（木） １０：００
1 月 21 日（金） １0：４０
１月 24 日（月）

1 月２６日（水）
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みなさまには、健やかに新年をお迎えのこと
と存じます。旧年中は、社協活動にご理解とご協
力を賜り、厚くお礼申し上げます。
昨年も、新型コロナウィルスの影響で、みなさ
まと共にすすめていた地域福祉活動も中止や延

株 式 会 社 関 海 事 工 業 所 さまから
まずは、エントリーお待ちしています

職

種

対

象 者

精 米 800kg をご寄 付 いただきました

期を余儀なくされることもありましたが、工夫
次第でできることはないかと一緒に考える機会
となりました。本年も、コロナウィルスの感染防

地域福祉活動専門員(地域支援業務)

止に配慮しながら、つながりを絶やすことなく

年齢

35 歳未満（R４年４月１日時点）

共生が循環する地域社会づくりに向けて、みな

学歴

高校卒業（見込み可）以上

さまと歩んでいきたいと考えています。本年も

資格

自動車運転免許

どうぞよろしくお願いいたします。

社会福祉士・受験資格者 優遇
試験時期

大町まちづくり協議会のメンバーが育て、地域のみなさんに鑑賞してもらった木曽上

令和 4 年 1 月予定(筆記・面接)

※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。

創業から 120 年、半世紀以上にわたり日本各地の離
島と離島を結ぶ海底ケーブルや水道管などの敷設、撤去

畑のひまわり畑から採取したひまわりの種をはりつけた『寅』です。ひまわりのように
たくましく生き抜こうとの思いをこめて、まちづくり協議会のメンバーが作られました。

等を行う関海事工業所。24 時間交代で何か月も作業船
で働く乗組員を支える備蓄米の一部を、この度地元へ貢
◎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。

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。

① 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

いただいた精米 800kg は、食糧支援やフードバンク、

自動車免許

各作業所などにおいて、共生社会の流れをつなぐケーブ

② 送迎運転員（パート）

ルのように、その志を十分に活用させていただきます。

資
資

格
格

自動車免許

③ グループホーム支援員（パート）津名
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（夜勤あり）

④ 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

①～④ 各種資格所持者優遇します
業務内容等は、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

ありがとうございました。

この広報誌は、みなさんからお預かりしま
した「赤い羽根共同募金」の一部を財源にし
て発行しています。みなさんからお寄せいた
だいた募金は、地域の福祉活動の貴重な財源
として活用させていただいています。

開いている時間なら、気軽に
出入りできる“コミュニティ
カフェ”が、大町上・在（塩田）
生穂浜町内会で始まりました！

日

時 間

『プランターファーム見守り

４月１９日（日）

１１：００

プロジェクト』野菜づくりを通し

４月２２日（水）

１１：００

て地域でつながり、成長を一緒に
楽しめる機会になりました。
１３：３０

４月２３日（木）

１５：００

季節毎に、人や地域のつながりを
行

事

名

感じていただけるように一人暮らし

子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」

の方や高齢者世帯などに、津名民生

認知症カフェ「おひさま Cafe」

委員児童委員協議会と連携して絵は

地域支えあいセンターつな運営委員会

がきを配らせていただきました。
木曽上サロン（大町）
竹の子作業所家族会

竹の子作業所では、１２月のクリスマスクッキ

1 月より下司・里の販売時刻が変わ

赤い羽根

募金百貨店

バーも職員もクッキー作りに大忙しでした。

ります！新たに千鳥会ゴールド前
「自分さがしの森」は、ひきこもりをテーマに、いろいろな
思いや悩みを抱えた方が出会い、自分らしく過ごせるような居
場所づくりを目的に、東浦にある冒険の森で、２か月に１回
（偶数月の第一金曜日）開催しています。
１２月３日（金）には、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！

ーを地域の皆様にたくさんご注文いただき、メン

に停車します！
赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～る
障がいのある人の社会参加や就労の場づくりの一環とし
て、買い物が困難になっている人々が、住み慣れた地域で
暮らし続けることを応援するため移動販売を行っていま
す。新たに千鳥会ゴールド前にも停車しますので、お近く
にお住まいの方もぜひお越しください。

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。11 月１日か

【訪問日】 毎週金曜日（原則、祝日もあり）

ら 11 月末日まで、合わせて 7 ,74０ 円 のご寄付

これから新年会やバレンタイン、卒業シーズン

【販売時間・場所】

をいただきました。お買い物いただいたみなさま、

を迎えますが、１００円からプレゼント用として

10：00 市営住宅ヴイラ長沢付近

協力いただいた店舗のみなさま、ありがとうござい

も値段に応じてご注文いただけますので、お気軽

10：20 興隆寺会館

ました。

にご相談ください。

11：00 長沢西下会館

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
充電することが出来ました。悩みもスーッと消えていくような
この感覚

をまだ出会っていない方にも体験してほしいです。

11：20 長沢会館

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

11：45 野田尾会館下

(株)樫岡石油 様（大谷）

13：05 県営中田住宅集会所

麺屋 ZOE 様（志筑）

13：40 木曽上公会堂

HAGI 美容室 様（志筑） せきれいの里 様 （多賀）

14：10 木曽上畑コミュニティプラザ

カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

(有)大正あん 様（志筑）
一宮オイル(有) 様（多賀）

14：30 下司（赤井志郎さん宅前）
14：40 里会館（塩田）
15：00 千鳥会ゴールド前（大町）

ました。詳細につきましては、次号にて報告させ

【問い合わせ】 地域生活多機能拠点「いづかしの杜」

ていただきます。

淡路市仁井 1478（旧仁井保育所）☎ ８０-２６７８

津名中学校生徒会では、毎年エコキャップ運動に取り
１６,２２４個のエコキャップを社協に届けていただき、
生徒会へ感謝状を贈りました。

（屋外）で、コロナの感染予防に気を付けながら
体を動かしましょう。

淡路市社協では、回収したエコキャップを市内の障が

場

所： 佐野よい公園（佐野新島５番地１）
時：１月２６日（水）１０時～

対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者

集めることで、ゴミとして焼却処分されるときの二酸化

場

所：塩田里ふれあい児童公園

内容：ピザと北欧風クリームスープづくり

炭素を削減したり、障がい者の働く機会となり、社会貢

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。

い。ご協力をお願いします。

もしくはお電話ください。

smile.smile.9mile@gmail.com

日

今後もエコキャップ運動への活動をぜひ続けてくださ

②お子様が参加される場合は年齢を書いて、メール

時：１月１８日（火）１０時～

場所：プレイパーク冒険の森（淡路市楠本 314）

献運動にもつながります。

込：件名を「パステルアート」として①お名前

日

《塩田地区》

◎当日はマスク着用等、
感染対策にご協力をお願いします。
さぬきうどん幸来 70-1546／11
時～14 時(土日休)

参加費：1 家庭 500 円

橋本（TEL 62-1075）

を洗浄する作業をしてもらっています。エコキャップを

62-5214 まで

所：志筑公民館（志筑 1600）

《佐野地区》

日時：２月４日（金）10 時～14 時（時間内出入り自由）

申し込み・問い合わせ先：社協つな

場

お問い合わせ：子育てサークルわびすけ代表

い者の就労支援事業所（作業所）に届け、エコキャップ

参加費：500 円（材料費）

時：1 月 15 日（土）13：30～14：30

申
みんなで気軽に交流しませんか？青空のもと

組んでいます。11 月３０日（火）に、全校生で集めた

（参加してもしなくても、森でゆっくりしても自由です）

日

イメージ図→

今の自分から一歩踏み出してみようと考えている方、ご家族

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

パステルを粉にして、型を使って指で塗ります。
お子さんでも簡単にステキな作品作り♪

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうござい

誰かと過ごすことも、森に身をゆだねることも自由です。
の方だけでもぜひお気軽に、森へお越しください。

竹の子作業所 TEL 62-5062

（宝生寺近くの里コミュニティプラザ横）

日 時：1 月 12 日（水）１0：30～１1：30

参加費：無料

場

その他：雨天の場合は中止

参加費：無料

申込は不要のため、当日直接お集まりください

対

デジタル操作を教えてくれます。

場合があります。

ＴＥＬ ６２―５２１４（大場・土居）

象：市内在住シニアの方。（定員５名まで）
教える側/市内在住・在学の若い世代が

※新型コロナウィルスの感染状況をふまえ、中止となる

お問い合わせ：社協 地域支えあいセンターつな

所：おむすび交流の場アルクリオ内

申

込：NPO 法人まあるく
TEL 70-1472（平日 10 時～17 時）

