一宮地域ふれあいサロン予定

第１４９号 支えあいセンターだより

４月１１日（月）

草香サロン

草香会館

ホウ酸ダンゴ作り

４月１４日（木）

江井サロン

江井コミセン

ホウ酸ダンゴ作り

４月１８日（月）

桜みちサロン

西集会所

ホウ酸ダンゴ作り

４月１９日（火）

撫サロン

撫集会所

ホウ酸ダンゴ作り

４月２2 日（金）

入野サロン

入野集会所

ホウ酸ダンゴ作り

４月２５日（月）

山辺サロン

山辺集会所

押し花づくり

４月２6 日（火）

浜ちどりサロン

尾崎会館

中田さん手芸

４月２６日（火）

多賀サロン

多賀集会所

ホウ酸ダンゴ作り

４月２８日（木）

あひる倶楽部サロン

ふれあい館るぽ

ホウ酸ダンゴ作り

深草サロン

深草集会所

ホウ酸ダンゴ作り

５月

２日（月）
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令和４年度がスタートしました。
振り返ると「コロナ禍だからできた」活動があり、「コロナ禍でもできる」活動を模索し、見出してきた昨年度でした。

消費者被害にご注意を！
『１８歳以上は成人です』

令和４年度はコロナ禍でもできる活動をより増やせるよう検討し、展開していきます。また、拡がってきたオンライン
交流会等の「伝え合う」ことやイベントの開催等、出会い「感じ合う」ことができる取り組みを進めていきます。
３月に本会理事会で承認、及び評議員会議決された令和４年度の本会事業計画より、センターいちのみやの事
業計画について紹介させていただきます。
下記の４点を中心に進めてまいりますので、いちのみや地域のみなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
（センター職員一同）

◎施設・事業の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。

◎子育てや介護との両立も大丈夫。 働く
ママさんを応援しています!!
① ～ ④ 時給 959 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)・ひまわり作業所(東浦)
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(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）
夜勤～午前 9 時まで勤務 1 回
10,000 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せ
下さい。
淡路市社協 なぎ、やまさき TEL 62-5214

令和４年度の重点的取り組み
２０２２年４月から成年年齢が１８歳になり、契約を一
人で結ぶことができるようになります。契約は一方的にや
める事ができません。それを狙って悪質業者の勧誘が増え
ます。特にマルチ、儲け話、美容・脱毛エステ、マッチン
グアプリなど、成人になると増える相談です。業者や相手
の言う事をうのみにせず、契約前に十分情報を収集し、第
三者や周りの人に相談しながら判断しましょう。勧誘方法
によっては取り消せる場合もあります。消費生活センター
は守秘義務があります。ご本人の了承がなければ、ご家族
にも相談内容をお伝えする事はありません。一人で悩ま
ず、ご相談下さい。淡路市消費生活センター0799-64-0999
まで

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：４月１１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）

◎子ども、障がい、高齢者など属性にとらわれない居場所（拠点）づくり
コロナ禍で自粛していた、ゆうゆうライフの地域拠点化、よらんか学園や子どもデイサービス再開に向けた運営推
進会議での検討を行い、地域への情報提供や参加の働きかけを進めていきます。

◎地域の見守りの推進
民児協や町内会、各種団体との情報共有をさらに深めていきます。
また、With コロナでの見守り、お互い様の活動の検討を進めていきます。

◎新しい視点での福祉学習の推進
昨年度は小学校を中心に当事者参加の福祉学習を行いました。今年度は新たに中学校への働きかけも視野に
入れながら、担当教諭との情報共有を進めていきます。

◎多様な主体の力を相互に結ぶ活動や事業づくり
昨年度は工夫をしながら、ミニイベントを開催（福祉まつり）することができました。
今年度は、多くの方と協働しながら、多くの人が出会えるイベントの開催について
協議していきます。

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。

草香サロン参加者の庭に咲くしだれ梅を「みんなで見に

また、多賀サロンとあひる

行かんかよ！」と昨年から計画

倶楽部サロンは『水仙の丘』

しては断念していたお花見遠足

で“春の屋外サロン”をしまし

を今年はコロナ対策を行いなが

た。１０年以上前から水仙の

ら行ってきました。

丘を解放している井上善人

この日は暖かく晴れ渡り、数匹

さんの好意で、机や椅子を借りてラッパ水仙で黄色く

あいセンターいちのみやの事務
局で勤務しています高崎恵理子
（たかさき えりこ）です。
福祉に関わる仕事の経験は今までありませんが、

のメジロがうれしそうに飛び交う

染まった丘を眺めながら、いつまでもおしゃべりしてい

ふれあいサロンや、地域の活動の場にこれから少し

姿などを時間を忘れてずっと見ていられるほど花見日和

ました。

ずつ出かける中で、みなさんとの出会いを大切に、

に恵まれました。
参加者さんは「今日は本当に来てよかった。２年以上お
花見を辛抱してきたけど、又明日から元気になんとか

新しいカタチの募金活動です。２月 1 日から２月末日

う。ワクチンも打ったしみんなで又行こうな、連れて行

よろしくお願いいたします。

まで、合わせて 8,565 円 のご寄付をいただきました。

机や椅子、甘酒などたくさんの接待をしていただきました。

藤、紫陽花、つつじ、ひまわり、コス

「地元の顔なじみの方たちに喜んでもらえたらうれしい。

モスなど近くで楽しめる花シリーズ

紫陽花の時期にもぜひ

サロンを計画中です。
コロナ感染症対策をしなが
ら、楽しみもみつけながら、み

地元ならではの親しさや

んなが元気でいるために、今

楽しみが増えました。ありが

出来ることをしていきたいと思

とうございました。

っています。

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。

GW 営業のお知らせ
社協の移動販売「いづかし号」
5 月２日（月）～５月６日（金）の間は
お休みします。
（一宮地域は５月５日（木）がお休みです）

たがっこセットを期間限定販売！！
交流を記念して、チョコポン、
まんでマカロニ(たこ焼き味)、

作業している所をリモートで見てもらいました。

マカロニかりんとう、バラポン・

す。さて、かおりの丘デイサービスセンターより近況を
お伝えします。３月には桃の節句にあわせて行事を行
いました。おやつにはロールケーキやフルーツなどがあ

Ｑ．何時から何時まで働いていますか？

３００円で販売しました。

り、皆さん美味しく食べられていました。4月には春を感

Ａ．９時～４時までです。

これからも期間限定、数
量限定、季節限定商品販売予定です、お楽し
みに！

じてもらえるような行事を予定しています。このお便り

Ａ．１００袋、多い日で２００袋ぐらいです。
Ｑ．初めて 仕事した気持ちはどうでしたか？

(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）

せきれいの里様（多賀）

季節も変わり暖かい季節になって

気温も暖かくなり、桜も咲き春が来たなと感じていま

ひとくちポン、５種類セットで

Ｑ．１日でどれぐらいポン菓子を作りますか?

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

（うちこし）

に興味をもってくれました。今回は実際に
その後子どもたちとのＱ＆Ａでは

淡路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる

ぜひ、街中で見かけた際はお声かけください。

これからも各サロンでは花桃、桜、

会がありました。前回の交流で、子ども達は作業所の仕事

店舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、

間だったけど、ゆっくりのんびり時間が過ぎたように思

自宅の庭をみんなに開放していただいた家族さんは、

３月３日(木)多賀小学校３年生と２回目のリモート交流

プロジェクト」は、募金付き商品を企画された参加

笑顔を忘れず頑張っていきたいと思っています。

ってなぁ」と満面の笑顔でした。

いただきました。

赤い羽根 募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐる

「久しぶりにみんなと外へ出られてうれしい。短い時

なるわ」と、うれしそうでした。

どうぞ来てください」と言って

赤い羽根 募金百貨店

こんにちは。１月より地域支え

３月１０日(木) 多賀小学校児童会で集めたエコキ

きました。みなさんいかがお過ごしで
しょうか。
先月は、利用者さんと職員でス
ライドショーを開催。しおさいの１年間を大きなスクリーン
に写真や動画で投影。気分は映画館。皆が主役の映画
でうれし恥ずかし笑顔が絶えない時間でした。しおさいで
は昨年度よりデイサービスの本格的な再開とショートステ

が届く頃にはかおりの丘の桜も咲いてほしいと思いま

イを開始しています。新型コロナウイルス感染予防に気

す。これからも皆様が楽しんで頂けるようなデイサービ

を付けながらの日々が続きます。そんな中でもより多くの

スを目指していきますのでよろしくお願いします。サー

方々にしおさいを知って頂き、また認知症対応型のサー
ビスとして地域の方々のお役にたてるように今年度もやっ

Ａ．楽しかったです。などたくさんの質問が寄せられました。

ャップ(11,459 個)をいただきました。

最後にはあいあいに行きたい！と言う声もあがり、リモート交

当日は、先生が代表で来てくださり

ビス利用のご相談もお待ちしております。お気軽にお

流でも伝わる事を実感しました。

、子ども達の活動をビデオで仲間と

問い合わせください。また次回施設の様子をお知らせ

子ども達が描いてくれたポスター掲示場所は、JA 多賀直

観ました。１年間働いてくれたエコ

いたします。気温も高くなってきていますので、体調管

売所・多賀郵便局・一宮郵便局・一宮事務所・一宮公民

キャプ回収箱「エコップちゃん」は

館・パルシェ・カシゲン・魚喜・志智鶏肉店・とうげ・マルナ

理をしっかりと行っていきましょう。今後とも、かおりの

とても愛らしくあいあいに保管して

カ・せきれいの里・TREND 107・一宮オイルです。是非探し

います。

て見て下さい。

ご協力ありがとうございました。

丘・ヴィラ一宮をよろしくお願いいたします。

ていきたいと思います。今年も桜のお花見は、ドライブを
兼ねての外出。お弁当をみんなで食べながらの、お花見
はまたまた来年に延期。ご家族との面会の形や、利用者
さんが地域に出かけることが、当たり前のご時世に戻って
くれることを願うばかりです。

