淡路市社協だより
日

時 間

行

事

名

場
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地域支えあいセンター つな

所

7月

4 日（月）

１３：３０

花水木サロン（大町）

大町会館

住

所

淡路市志筑 3119-1

７月

5 日（火）

１３：００

しあわせサロン（志筑）

田井会館

電

話

0799-62-5214

7月

7 日（木）

１０：0０

大町カフェ いえもん

大町会館

ＦＡＸ

0799-62-5503

7 月１１日（月）

１０：0０

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

１０：００

高倉カフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：３０

介護のはじめ

HATCH

７月 1４日（木）

１３：３０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

７月 16 日（土）

１０：００

連東中サロン（志筑）

楽中庵

７月 19 日（火）

１３：００

しあわせサロン（志筑）

田井会館

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

７月 1３日（水）

７月 20 日（水）

７月 21 日（木）

１０：００

７月 26 日（火）

１１：００

殿下サロン（志筑）

殿下会館

１０：００

認知症カフェ“おひさま Cafe”

志筑個人宅庭先

１０：００

高倉カフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１３：３０

里サロン（塩田）

里コミュニティプラザ

７月 27 日（水）

パート・嘱託職員募集中！
社協で一緒に働きませんか？
◎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。

会所などでのふれあいいきいきサロン、出入り自由に気軽に参加できるコミュニティカフェ、認知症
に関心のある人ならどなたでも参加できる認知症カフェ、いきいき１００歳体操、おうちの玄関先や
庭先で気の合う人たちとおしゃべりなど、マスク着用、感染対策をして集まられています。

活動者の高齢化が顕著になっているので、若い世代の人も、SNS 等からイベント情報を得たり、カ
フェや講座などを通して「ちょっと
参加してみようかな」と気軽に立ち寄れる場から、地域の人材おたかがら

地域のつながりを感じる機会として、今年も
イベントを開催します。一緒にイベントを盛り上
げる出店者（市民活動グループ）や舞台出演者を

津名地域でのさまざまな集まりの場を紹介する

募集しています。

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）

日 時 ：１０月２２日（土）１０時～１２時予定

② 運転員パート 医療機関への送迎（一宮・岩屋）

出店内容：食べものは、テイクアウトできるものに

会 場 ：しづのおだまき館裏駐車場

限ります

11 月に、津名地域の日々の暮らしの中から、つながりを見つけるお宝発表会を開催します。

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

新型コロナウィルス感染状況がゆるやかになり、各地でのあつまりごとも増えています。地域の集

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください

日頃から行っている小さな集まりから、小学校区単位での取り組みまで、幅広い地域の活動に

担当：大場・土居 TEL 62--5214

ついて、身近なものが価値のある活動であるという気づきと、地域やグループの取り組みを聞
日

時 間

行

事

名

いて、自分の住む地域でも何かできるのではないか、というヒントを得る機会とすることを目
的としています。

４月１９日（日）

１１：００

子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」

４月２２日（水）

１１：００

認知症カフェ「おひさま Cafe」

気軽に会うこと、集まること、散歩途中での立ち話や、地域での昔からの風習としての集まり
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。

地域支えあいセンターつな運営委員会

淡路市社会福祉協議会・淡路市善意銀行にご寄付いた
だいた方や団体を紹介します。
㈱大地

様

30,000 円

ご寄付頂いた方の善意にこたえ、有効に活用させて
いただきます。

（例えば、田植えが終わったあとのご苦労さん会）など、日々の何気ないことが「つながりを切
１３：３０
４月２３日（木）

木曽上サロン（大町）

らさない」地域づくりになっています。身近な集まりごとを「地域のお宝」として紹介したいと
１５：００

竹の子作業所家族会

4 月 27 日（月）

９：３０

高倉サロン（大町）

4 月 28 日（火）
のあつまりごとも自然と増えています。

１３：３０

思っています。うちの地域でも、こんな寄り合いがあるよなどの情報をぜひお知らせください。
ご連絡お待ちしています。

しあわせサロン（志筑）

地域の集会所などでふれあいいきいきサロン、出入り自由に気軽で参加できるコミュニティカ
フェ、認知症に関心のある人ならどなたでも参加できる認知症カフェ、おうちの玄関先や庭先

木曽

味噌を造りませんか？
佐野地域まちづくり推進協議会では、平成 21 年より

ひまわりの観賞と花摘み
新型コロナウィルスが変異を続け、ワクチン接種も４

みんなで遊びながら交流しませんか？青空のもと
（屋外）で、コロナの感染予防に気をつけながら、

地域の人達のつながりを深めることを目的に味噌造りを

回目となろうとしています。また、ロシアのウクライナ

行なっています。コロナ禍で残念ながら、昨年・一昨年

侵攻により世界平和が脅かされ物価高になっています。

は中止していましたが、役員会で話し合い、この度開催

このような状況で、少しでも心を癒してもらおうと大町

日

時 ：7 月 19 日（火）１０：３０～

されることになりました。佐野地区の方で興味のある方

まちづくり協議会は、昨年度に引き続き、遊休農地をお

場

所 ： 新しい津名図書館外の遊具のところ

はふるって参加してください。

借りしてひまわりを育ててきました。７月中旬が見ごろ

日

時

７月２2 日（金）

だと思いますので、ぜひお越しください。

午前９時から午後３時頃まで
場

所

日

時

佐野会館 調理室

容 ：みんなで体を動かして、遊びましょう

９時～１２時、15 時～17 時

対

象 ：親子で、おじいちゃん、おばあちゃん

※上記期間を予定していますが、花の咲き具合によ

持ち物

エプロン 三角巾

りますので、お問い合わせください。

参加費

無料

場

どなたでも

淡路市木曽上畑※駐車場は畑周辺の空き地

参加希望者は７月 1８日（月）まで

持ち物、服装

に佐野会館へ連絡してください。

駐車場代、花代 無料（花募金はあります）

赤い羽根 募金百貨店

参加費 ：無料
内

佐野地区にお住まいの方ならどなたでも

TEL 65-0001（水・金の１３時～１６時）

（しづかホール横） 雨天中止

７月９日（土）～24 日（日）

対象者

所

過ごしましょう。気軽にご参加ください。

お問い合わせ
地域ささえあいセンターつな
62-5214（大場・土居）

花摘みの出来る靴や服装

問い合わせ 080-3818-3288（西川）

ひまわり作業所

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

ドレッシングでぐ～るぐる

『害獣駆除で思わぬ高額請求』

子育てサークルわびすけからのお知らせ

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加店舗

日

が、地域のためになる商品をアピールしながら、淡路市

第１部 13：30～15：00（定員 10 名）

の福祉活動を応援する、地域支援につながる新しいカタ

場

締切り：７月 21 日（木）

持ち物：ポスターのスローガン（一覧表やメモ）

物いただいたみなさま、協力いただいた店舗のみなさ

四つ切画用紙（文具店等で購入した薄くない画

ま、ありがとうございました。

用紙推奨）筆記用具、新聞紙、絵具セット、ク
レパスとマジック（使いたい方）

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

申込方法：メールで件名を「夏休みのポスターを

(有)大正あん 様（志筑）

描こう」①お名前②学年（年齢）を書いて、送

一宮オイル(有) 様（多賀）

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭

所： 志筑公民館（志筑 1600

参加費：無料

せて ８,１８１ 円 のご寄付をいただきました。お買い

麺屋 ZOE 様（志筑）

時：7 月 24 日（土）

津名ふれあいセンターの裏手）

チの募金活動です。５月 1 日から５月末日まで、合わ

(株)樫岡石油 様（大谷）

この助成金は、県民の地域活動への主体的な参加を促
し、ボランタリー活動の裾野を拡大するとともに、県民
自らが行うボランタリー活動の支援を通じて、活動の安
定的かつ継続的な発展を図ることを目的としています。
◆エントリー受付期間
７月１日（金）～８月 31 日（水）
◆申請条件
・県内において継続的にボランタリー活動を行う法人
格を持たないボランティアグループ、団体
・団体の構成人数が５人以上
・助成対象経費が 6 万円（税込金額）以上
・12 日以上の活動実施があること
以上のすべての条件を満たしているグループ、団体で
あること
◆助成金額
１グループ、団体あたり３万円上限
（エントリー受理数により助成額が決定するので、３万
円より減額となる可能性があります）
◆お申込み、お問い合わせ先
社協本部・つな 62-5214（大場）

様（志筑）

カットハウス ロング様（佐野）

１本（４５０円）購入のうち、３０円の

ってください。来年以降も描けるようにしたい

ご寄付をいただきます。 社協本部つな
窓口で販売しています。

※保育園の方もポスターでなく、お絵描きして

方は、親子での参加をおススメします。
もらう等で参加可能。絵が好きな方、子どもと
関わりたい方、中高大学生など、いろんな年代

先月号のすまいるで、移動販売の時間に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。

の方もぜひ、いらしてください♪
お問い合わせ：子育てサークルわびすけ代表
橋本（TEL６２－１０７５）

【販売時間・場所】（誤）下 司（塩田）１４時４５分 （正）１４時３０分
（誤）里会館（塩田）１５時

（正）１４時４０分
（追加）千鳥会前（大町）１５時

smile.smile.9mile@gmail.com

『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

