淡路市社協だより
日

時 間

9 月 １日（木）

１０：００

行

事

名

場

大町カフェ いえもん

大町会館

９月

5 日（月）

１３：3０

花水木サロン（大町）

大町会館

９月

６日（火）

１３：００

しあわせサロン（志筑）

田井会館

9 月 ９日（金）

１０：３０

西谷サロン（志筑）

西谷会館

１０：００

高倉ふれあいカフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

１０：３０

介護のはじめ

9 月１4 日（水）

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンター つな

所

omiyageya

KOKAGE 工房

大町カフェ いえもん

大町会館

１３：３０

中浜ふれあいサロン（佐野）

中浜クラブ

9 月 20 日（火）

１３：００

しあわせサロン（志筑）

田井会館

9 月 21 日（水）

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

9 月２６日（月）

１０：００

青葉サロン（塩田）

下司敬天会館

認知症カフェ“おひさま Cafe”

志筑個人宅庭先

高倉ふれあいカフェ（大町）

木曽上畑コミュニティプラザ

いす（シニアカー）
や電動自転車の試乗体験を行いました。

里サロン（塩田）

里コミュニティプラザ

木曽上畑では、日常生活を送る上で自家用車が必要な所が

9 月 15 日（木）

9 月２８日（水）

１０：００
１３：００

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214

ＦＡＸ

0799-62-5503

HATCH

生穂浜カフェ

１０：００

住

新型コロナウィルス感染が拡大するなか、工夫しなが
ら、各地で地域活動が進められています。８月２２日（月）
に、大町地区の木曽上畑では高倉サロン＆カフェが開催さ
れました。
青空のもと、男女合わせて約 20 名が集合して、電動車

多く、移動手段として使用されている方がほとんどです。

パート・嘱託職員募集中！
社協で一緒に働きませんか？
◎週 2～3 回勤務・短時間勤務ご相談ください!!
◎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 ～④時給 959 円～

資格所有者優遇 !! （ ヘルパー981 円・介護福祉士 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）・さぬきうどん幸来（津名）
② デイサービス介助員パート（北淡）＊介護福祉士優遇

公共交通機関が少ない山間部では、
「運転に自信がない」
などの不安が出てきたら切実です。いつか“運転免許証の
自主返納”の時が来ても慌てることなく「住み慣れたこの

とを考えた世話人さんが淡路警察署に相談して、今回

地域で暮らし続ける」 「サロンやカフェ、いきいき 100

の企画となりました。

歳体操にも自分で行き続ける」 ための次の移動手段のこ
コロナに負けることなく、人と人とのつながり

ながら、実際に運転してみました。最初は慣れない操

が切れることのないように、地域のつながりを感

作に戸惑いながらも、「あの車のタイプがえぇなぁ」

じる機会として、今年もイベントを開催します。

「坂道や段差には気をつけなあかんなぁ」と、自分た
ちの生活道をイメージしていました。「必要になって

日 時 ：１０月２２日（土）１０時～１２時予定

からでは間にあわん」「今のうちから使い方を知って

会 場 ：しづのおだまき館裏駐車場

おくと、いざというときに安心やな」と、貴重な体験

内 容 ： 屋台（テイクアウトできるもの）

ができたと言われていました。

パネル展示、健康チェック相談
ステージ出演（津名中学校吹奏楽部、

その後、屋内では『防災講話』があり、実際に災害

文化創造部ほか）

が発生すると、公共の防災機関では対応が追いつか
日

③ 運転員パート 医療機関への送迎（一宮）
④ 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
学生さんのアルバイト歓迎 !! (勤務時間応相談）
18 時～翌 9 時までの勤務、1 回 1.2 万円以上・仮眠あり

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

準備された電動車いすや電動自転車に、指導を受け

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。

行 事 名
ず、自主避難や隣近所の助け合いが命を守ることに繋

４月１９日（日）

１１：００
子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」
がるということを再認識しました。

４月２２日（水）

１１：００
認知症カフェ「おひさま Cafe」
地域の暮らしをもとにした住民発の学習会は、
とても

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

時 間

地域支えあいセンターつな運営委員会
ワクワクした出来事でした。

えん

４月２３日（木）

１３：３０

木曽上サロン（大町）

『縁』があふれるまち（共生循環型地域社会づくり）
１５：００
竹の子作業所家族会

お互いを認め合い、助けられたり助けたりするような
4 月 27 日（月）
９：３０
高倉サロン（大町）
関係が循環していくような地域社会づくりをめざして
4 月 28 日（火） １３：３０
しあわせサロン（志筑）
います。

木曽

大町カフェいえもんに視察が続々！

次回「自分さがしの森」のお知らせ

社協の移動販売「いづかし号」

～ひきこもりをテーマにしたみんなの集い場～

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。

「大町カフェいえもん」の情報を聞いた、カフェを立ち上げる浦地
たなばた

日

らくしょう

区（東浦）の「七夕カフェ」や北山地区（一宮）の「楽 笑 カフェ」の

（時間内出入り自由）

メンバーから「コミュニティカフェをしている所を見てみたい」との

場

依頼を社協が受け、案内とともに取材も兼ねて同行しました。

浦地区（東浦）七夕カフェ代表の上村さんは「世話人さんは、何人

所：プレイパーク冒険の森
（淡路市楠本 314）

大町カフェいえもんは、今年１月にオープンしましたがコロナの影
響で休止を経て、４月から第 1、3 木曜日に再開しています。

時：10 月 7 日（金）10 時～14 時

七夕カフェとの交流

【販売時間・場所】

対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者

10：00 市営住宅ヴィラ長沢付近

内

10：20 興隆寺会館

容：ピザづくりなど（参加してもしなくても、
森でゆっくりしても自由です）

おられますか」「入りやすい雰囲気を作るために、何か工夫されてい

【訪問日】 毎週金曜日（原則、祝日もあり）

11：00 長沢西下会館

ますか」などの質問がありました。大町カフェ代表の谷本さんからは

参加費：500 円（材料費込み）

11：20 長沢会館

「テーブルごとに季節の花を生けたり、カップや皿も絵柄のついたも

申し込み・問い合わせ先：社協つな

11：45 野田尾会館下

62-5214 まで

ので、ほっとしてもらえたら」「世話人は無理することなく、部会の

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

メンバーで来れる人が来る、交替で細く長くやっていけるようにして

楽笑カフェとの交流

楽笑カフェ代表の田頭さんは「カフェを始めてみての感想
カフェスペース内で
スマホ教室も
やっています。

13：40 木曽上公会堂
14：10 木曽上畑コミュニティプラザ

います」との答えを聞き、「私たちも楽しみながら、継続してやって
いけるようにしたい」と気持ちを新たにされていました。

13：05 県営中田住宅集会所

◎当日はマスク着用等、感染対策にご協力をお願いしま

14：30 下司

す。新型コロナウィルスの感染状況を踏まえ、中止となる

14：40 里会館（塩田）

場合があります。

15：00 千鳥会前（大町）
【問い合わせ】（注文もお受けしています）

を聞きたいです」「スマホ教室は誰が教えているのですか」な

地域生活多機能拠点「いづかしの杜」

どの質問がありました。大町カフェ副代表の大迎さんは、「ス

淡路市仁井 1478（旧仁井保育所）

マホ教室は、大町の住民である部会メンバーが教えています。

ＴＥＬ ８０-２６７８

カフェスペース内で行っているので、気軽に聞きやすいと好
評です」「来た人のお世話をするという意識ではなく、教えて
大町カフェいえもん

もらうことも多いので、自分自身も地域の人に支えられてい

毎月第 1、3 木曜日

ることを実感します」との答えに、「自分たちのカフェでもぜ

10 時～12 時

子育てサークルわびすけからのお知らせ

「青空子育てあそびの会」のお知らせ

ひ参考にしたい」と言われていました。

気軽に来てください

「うちでも、こんなことをやってみよう」「出来ることから

♪

＊＊他のカフェ等の様子を知りたい、見学したいと
に空いてますよ♪
いう方は、社協までお問合せください＊＊

始めてみよう」という気持ちを高め合えた皆さんの表情は、と

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、

日

時 ：9 月 20 日（火）１０：３０～

場

所 ：里（塩田）ふれあい児童公園
（宝生寺近くの里コミュニティプラザ横）

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」

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。7 月 1 日から 7 月末日まで、合わせ
て

８,０３３ 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。

時： 9 月 23 日（金祝）
13：30 ～ 15：00
所： 志筑公民館（志筑 1600

場

津名ふれあいセンターの裏手）
参加費：1 組 500 円

“淡路市共同募金委員会 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

過ごしましょう。気軽にご参加ください。

てもいきいきとされていました。

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

モチモチベーグルを作ろう♪

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊
(株)樫岡石油 様（大谷）
麺屋 ZOE 様（志筑）

参加費 ：無料（雨天中止）

カットハウス ロング様（佐野）

プロジェクト参加店募集中！

方はどなたでもどうぞ。
締め切り日：９月１８日（日）
持ち物：エプロン、手拭きタオル、ボウル、ゴ
ムベラ・スケッパー（あれば）

容 ：みんなで体を動かして、遊びましょう

※ベーグルの生地をこねましょう♪

対

象 ：親子で、おじいちゃん、おばあちゃん

イースト少なめのオーバーナイトパン（生地

どなたでもご参加ください

を一晩寝かせて発酵します）翌朝以降お家で
焼き立てのベーグルを楽しめます。
申し込み：メールで「モチモチベーグル作り」

一宮オイル(有) 様（多賀）
様（志筑）

員：8 組 男女年齢を問わず、興味のある

内

(有)大正あん 様（志筑）

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭

定

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）

として①参加者名②お子さんがおられる場合
は年齢を記入の上、送信ください。
お問い合わせ：子育てサークルわびすけ代表
橋本（TEL６２－１０７５）
smile.smile.9mile@gmail.com
子ども達と関わりたい方、大歓迎です。

