淡路市社協だより
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介護のはじめ

センターサロン寄り道

３月１４日（月） １０：００

青葉サロン

下司敬天会館

３月１６日（水） １4：００

在カフェ

在会館

3 月１７日（木） １0：００

生穂浜カフェ

KOKAGE 工房

3 月２３日（水） １０：００

認知症カフェ「おひさまカフェ」

志筑個人宅庭先

里サロン

里会館

高倉サロン

木曽上畑コミュニティプラザ

１３：３０
3 月２８日（月）

９：３０
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住

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214
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0799-62-5503

新型コロナウィルス対策として兵庫県に適用している「まん延防止等重点措置」の期限が、
3 月 6 日まで延長されることになりました(2 月 24 日現在)。

◎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 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)（一宮）
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(北淡)
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

平成２６年より、障がい者の就労・授産活動に
対する情報発信の場や市民活動の拠点として皆さ
まに活用いただいたアルクリオ１階の「センター
サロン寄り道」ですが、来年度、近隣に新しい福
祉会館の設置予定などもあり、令和 4 年３月３１
日をもちまして閉所させていただくことになりま
した。
地域の多くの皆さまにご活用いただきまして、
ありがとうございました。

変異株「オミクロン」の流行で第 6 波が淡路島にも到来し、身近なところでも感染の報告
が聞かれています。10 歳未満の幼児から、若者たち、労働者たち、高齢者まで、幅広く感
染が広がっています。
昨今のニュースで、感染者自身が陽性反応に対して不安を抱えているにも関わらず、職
場や地域、学校内への感染に謝罪の気持ちが高まっていると聞きます。最初に聞かれるのが
「感染して迷惑かけてごめんなさい」の言葉。いつ誰が感染してもおかしくない状況の中、
「悪いことなんてないよ」と、子どもたちにも、大人にも、声をかけたいものです。
日頃のつながりから、「おたがいさまやね」「できることがあれば言ってね」と、あたた
かい言葉をかけ合い、気にかけ合い、ともに助け合う気持ちが生まれています。
こんな状況のなかで見えてくる、これまでの『つながり』や、あらたな『つながり』を今後
も大切にしながら、みなさんと一緒に、このコロナ禍を乗り越えていきたいものです。
津名地域でも、毎週のように顔を合わせていた地域の集まりや活動も再び休止している所
が増えており、活動者からは「いつになったらコロナが落ち着くのかなぁ」という声も聞か

社協すまいるネットは、地域のみなさんが日常生活で

れます。

の不安や心配ごとの解決に向けたお手伝い、福祉サービ

先の見えないコロナ禍ではありますが、誰も傷つけず、誰も傷つくことなく、こんな時だ

スを利用する上でちょっとした疑問に、社協が電話や自

からこそ、助けられたり助けたりできる地域となるよう、みなさんと力を合わせて、今でき

宅訪問にてお答えいたします。「どこに連絡したらいい
のかわからない…」など、お困り事がありましたら、社

る活動を創意工夫しながら行っていきたいと思います。

協に一度ご相談ください。
この広報誌は、みなさんからお預かりしま

問い合わせ 淡路市社協 電話 ６２－５２１４

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。

この広報誌が不要になった場合は、資源ゴミの「その
他の紙類」としてリサイクルにご協力お願いします。

淡路市社協のホームページでは市内の地域

日

時 間

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」

福祉活動を随時更新しています。是非ご活用く
ださい。

４月２３日（木）

１３：３０
１５：００

行

事

名

地域支えあいセンターつな運営委員会
木曽上サロン（大町）
竹の子作業所家族会

自分探しのもりだより
２月１６日（水）避難訓練をしました。

～ 自分ごとに置き換えて ～

この度は、調理室から火が出たと想定した訓練を行
いました。事前に訓練の告知なしで行いましたが、メン

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済とはボラン

コロナ禍において、外出を自粛する生活を誰しもが余儀な

バーさんは慌てることなく、全員外へ無事に非難する

ティア活動中の万が一の事故に備えていただくための

くされ、人と関わる機会が少なくなる経験を私たちはしまし

ことができました。ちょうど、実習に来ていた関西看護

ものです。

た。家など 1 人過ごす時間が長く続くと、孤独感や不安が募

医療大学の学生達にも協力してもらいました。

【補償内容】

ってきて「誰かと話したい」
「どうしたらいいか分からない」
と感じることがあったのではないでしょうか。

クッキーを作る時に、火を使う等の作業もあるため、
いつ何時、火災が起こるかもしれないと意識して、今後

私たちは直面した課題や不安に対して、時にはつまずいた

も時々訓練を行い、気を付けていきたいと思います。

りしながら、無意識ながらにも、知人や家族など周囲の方と、

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

＊傷害給付（本人のけが）

れた参加店舗が、地域のためになる商品をアピー

＊賠償責任給付（第三者の身体や財物への損害）

ルしながら、淡路市の福祉活動を応援する、地域

＊見舞金（傷害給付対象にならない場合）

支援につながる新しいカタチの募金活動です。1

◆加入対象者…

月 1 日から 1 月末日まで、合わせて 8，865 円

助け、助けられの関係の中で乗り越えてきたと思います。し

卒業式や卒園式に手作りクッキーで

兵庫県下、各地区町社会福祉協議会に登録された

のご寄付をいただきました。お買い物いただいた

かし、ひきこもり状態にある方は、コロナ禍以前から、私た

お祝いしませんか？

団体および個人ボランティア

みなさま、協力いただいた店舗のみなさま、あり

ちが自粛生活で感じた何倍もの不安や葛藤を抱えておられ

小サイズ１００円、大サイズ２００円

◆掛け金（保険料）…１名につき ５００円

がとうございました。

等、ご希望に応じてお作りします♪

◆補償（保険）期間

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

るのではないかと想像しました。
誰かが自分を気にかけてくれていることの安

ご注文は

…社協受付翌日から令和４年３月３１日

竹の子作業所

心感。まずは、「ひきこもり」について自分ごと

【申込み・問合せ】

62-5062

淡路市社協 ６２-５２１４

に置き換えて考えてみませんか。

(株)樫岡石油 様（大谷）
麺屋 ZOE 様（志筑）

(有)大正あん 様（志筑）
一宮オイル(有) 様（多賀）

(有)萩美容室 様（志筑） せきれいの里 様（多賀）
カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

「子育てサークルわびすけ」よりお知らせ
～万華鏡を作ってミヨット♪～

『携帯電話は自分に合った機種を選びましょう』

万華鏡を作りながら、普段、忘れてしまいがちな「みんな一
人ひとりが大切で輝く存在だ」という事を思い出してみませ
んか。日常の中での小さな楽しみを増やしていきましょう♪

日時 ： 202２年 3 月 19 日(土) ※50 分間程度の予定
1 部 15：00〜

対象：おおむね低学年（小３ぐらい）までの
子ども連れの親子

2 部 16：00～
「店員に勧められ、スマホとタブレットの契約を
した。スマホは電話に出る方法がわからず、タブレ
ットも電源の入れ方が分からず使っていない。返品
したいができないと言われた。
」ガラケーを使用して
いた高齢者が「操作が簡単」と全面液晶機種を勧め
られ、契約したもののボタン操作が全くできなかっ
たと言うケースもあります。
携帯電話は普段の自分の使い方に合った機種を選
びましょう。契約時はできるだけ周りの人に相談し
ましょう。スマホ教室などに参加してみるのも良い
と思います。不要な契約は断りましょう。
淡路市消費生活センター

0799-64-0999

対象：おおむね高学年（小４ぐらい）以上、
親子でも中学生、高校生、大人だけでも OK

場所 ：淡路市立津名図書館 活動室 L
講師 ： 片岡加奈子さん

料金 ：無料

申し込み方法 ： 淡路市立津名図書館の窓口

新型コロナウィルスの影響で、地域のサロンやカフ

さま、ありがとうございました。

ェ、いきいき 100 歳体操など中止の所が多く見られ、
顔を合わせる機会も減っています。
そんな中、「お元気でお過ごしですか？」と冬バージ
ョンの絵ハガキを作成し、津名民生委員児童委員協議
会と連携して、一人暮らしの方や高齢者世帯の方など
に配らせていただいています。
少しでもほっこりした気持ちになり、人や地域のつ
ながりを感じていただけたらと思います。
今後も引き続き絵ハガキ等を通したつながりづくり
を行っていきます。

ウォーキングは、「いつでも」「どこでも」
「誰でも」行うことが出来る最も手軽な運動です。
ウォーキングの健康効果は多岐にわたり、主に体脂肪
燃焼や体質改善、生活習慣病予防に効果的な運動です。
そんなウォーキングの時に、近所の方や知り合いの方

〒656-2132 淡路市志筑新島 5 番地 4

のご家庭で変わったことに、気づくことがあるかもしれ

☎０７９９－６２－２３４５（１０：００～１８：３０）

ません。「元気にしてる？」と声をかけたりするだけで

休館日：毎週木曜日(祝日を除く）、祝日の翌平日、毎月末書

も、心強いものです。

架整理日（月末が土・日・祝の場合は翌平日）

各 20 人予定、先着順です！

みんなが安心してつながれる場

子育てサークルわびすけ

共催：淡路市立津名図書館

代表:橋本 0799-62-1075

後援：淡路市社会福祉協議会

smile.smile.9mile@gmail.com

自分のためにも、相手の方のためにもなる「お互いさ
ま運動」で、お互い気にかけあいませんか。

