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消費者被害にご注意を！
『ネット広告で見た不用品回収が
10 倍以上の料金に！！』

これからも地域とともに！！
みなさん、『つどい場あじさい』をご存じでしょうか？

そして、今年も都志美知子さんに看板を書いていただきまし

本紙面でも以前に紹介させていただきましたが、尾崎の松

た。今年も手作り感のある、

尾光子さんと杉山美津子さんが「いちのみやで誰もが気軽に

心温まるイベントになりました。

立ち寄れる場所を作りたい！」という思いから、みんなで話し

声を上げたメンバーの「思い」

合い、物品もそれぞれが持ち寄りながら、思いが形となり、毎

が「形」になり、参加者や地域

月第４金曜日に尾崎ふれあい交流広場で開催することとなり

の方、みなさんの力合わせを

ました。

たくさん見ることができました。

運営は松尾さんと杉山さんを中心に、参加されるかたもお
客様扱いせず、みんなが主体的に運営をしています。

◎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・
介福 1,031 円)
①障がい者支援員パート(嘱託職員随時募中!!)
竹の子作業所(津名)・いづかしの杜(北淡)
ひまわり作業所(東浦)・竹の子作業所(津名)
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!!(勤務時間応談）
夜勤～午前 9 時まで勤務

1 回 10,000 円以上

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(履歴書送先)
なぎ、やまさき TEL 62-5214

お二人の人柄もあって、人が人を呼び、

れた人とも繋がる事ができます。でも、みなさんが再会を喜

私たちもたくさんの人に出会えることがで

び、近況報告されている姿を見て、直接会える・集い、感じ

き、介護の相談を受けることもありました。

合えることの大切さをコロナ禍の生活から改めて感じました。
つどい場あじさいは、だれでも気軽に立ち寄れる場所にな

又、つながりからハーモニカの演奏会や
「ネットで『２トントラック詰め放題で３９８００
円』という広告を見て不用品の回収を申し込んだ。
詰込み後に事業者から領収書のサインを求められ、
確認すると約６５万円だった。不用品を置いて行か
れると困るのでサインをしたが、金額について説明
を受けていないし、支払いたくない」というトラブ
ルが起きています。★複数事業者から見積もりを取
る、作業開始前に支払い金額を確認するなどしまし
ょう。不用品の収集運搬業は市町村による一般廃棄
物処理業の許可が必要です。担当部署に問い合わせ
てください。 不審な時は淡路市消費生活センター

0799-64－0999

認知症を支える家族のつどい（いちのみや）
日時：5 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）

コロナ禍になり、オンラインと言う言葉をよく耳にします。離

っています。みなさん、お待ちしています。（ひきの）

認知症サポーター養成講座などイベント
も行なっています。
平成３０年４月２７日に始まり、『つどい場あじさい』は今年
で４周年を迎えました。毎年記念イベントを行なっており、何
をするかみなさんで話し合って決めています。２周年はコロナ
禍で初めての緊急事態宣言発令のため中止になりました
が、昨年度は工夫しながらビンゴ大会を行いました。
そして４周年は、コロナ禍ならではの運動会を開催しまし
た。当日はお天気にも恵まれ、約４０名の方が参加。青空の
下で、血圧測定、選手宣誓、準備運動を行いスタート。マス
ク越しですが、みなさんの楽しい表情が伝わってきました。

その後、宗瓔子さんの茶道教室のみなさんによるお抹茶
を藤の花の下で頂きました。尾崎ガーデンズのみなさんの手
作りおはぎとよく合い、とてもおいしかったです（花より…）。
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。

今年で３年目を迎える「プランターファーム見守りプ

参加された方から「去年
「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

ロジェクト」が始まりました。このプロジェクトは、住民同

のミニトマトようさん食べたわ。

士がつながりを絶やさずに、見守り合いを進め孤立を

今年も楽しみやなぁ」「ミニ

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

防止する目的に実施しています。

トマトは１本仕立てと、２本仕

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

４月末から５月に各地域のふれあいサロン会場や

立てと、どっちの方が

金曜日）開催しています。

いきいき１００歳体操の仲間同士、個人のお庭、空き

いっぱい採れる？」と

地など様々な場所をお借りして、ミニトマト・万願寺とう

話されていました。

がらしの苗を植えました。

地域のアイドル犬“福ちゃん”
も参加したワン！（四季の丘）

また、「冬野菜の春菊いっぱい食べて、今は黄色い

民生委員も一緒に参加された場所では、自宅訪

かわいい花を楽しませてもらってる。夏野菜はもうちょ

問した時とはまた違った地域で暮らす姿を見る機会

っと後でもいいかなぁ」と、みんなそれぞれに楽しんで

にもなりました。一宮地域では約１８０名の方たちが参

います。

加されています。
みんなで助け合い
ながら植え付け！
（柳沢サロン）

火加減も大切！
好きな具を皆でトッピング♪

まだ少し肌寒さを感じる 4 月 1 日（金）には、いつものピザづくり
に加え、北欧風クリームスープを作りました。
ピザは、手作りの生地を棒で伸ばした後ピザソースをぬり、お
好みの具（この日は、サバやホタルイカもありました）をのせてピザ
窯で焼けば出来上がり。本格ピザ窯で焼いたピザをほおばった時

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催して
います。
日時：6 月 3 日（金）10 時～14 時

の満足感を、ぜひ体験してみませんか？
ダッチオーブンで作るサーモンたっぷりのクリームスープは、そ

（時間内出入り自由）
場所：プレイパーク冒険の森

今年は気温の低い日も多く、まだまだ５月中も夏野

よ風が肌寒い中でしたが、参加者の心も体も温めてくれました。

菜を植えますので参加希望の方は連絡お待ちし

さらに、森の番人「こみじい」が、森の周辺で採った山野草をてん

対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者

ています。

ぷらにしてくれました。普段は目で感じるだけの春の訪れを、味

内容

覚を通して感じる機会となりました。何より揚げたての山野草は最

参加費：500 円（材料費込み）

（うちこし）

高に美味しかったです。
参加の方も増えて

誰かと過ごすことも、森に身をゆだねることも自由です。

楽しみもいっぱい！

今の自分から一歩踏み出してみようと考えている方、ご家族の

（桜みちサロン）

方だけでもぜひお気軽に、森へお越しください。
送迎についてもご相談ください。

（淡路市楠本 314）
：ピザづくりなど

申し込み・問い合わせ先：社協いちのみや
８５-２０４０まで
◎当日はマスク着用等、感染対策にご協力をお願
いします。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。

赤い羽根 募金百貨店
５月に入り青葉の美しい季節にとなりました。今月は仲
間も日頃の作業の息抜きに地域の水仙や桜をたくさん
見にいってきました。
仲間は満開の山田のしだれ桜を見て感激し、その余
韻が消えないまま、足を延ばして五色の竜宝寺まで行っ
てきました。桜を見て心を癒され、鐘をついては響く音に
癒されました。
階段はいささか大変でしたがそこは「運動不足解消」
と思って頑張って歩きました。
また、別の日には、目が覚めるほど黄色く色づいた辺
り一面のラッパ水仙の美
しさにビックリしました。
コロナの状況で活動に制
限される事もありますが、
こんな時期だからこそや
すらげる時間も大切だと
感じました。

木々の新緑がまぶしい「緑」の季節になりました。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

春の深まりを感じる気候となりました。皆さんはいかが
お過ごしですか。

します。４月ですが、完成したばかりのウッドデッキに座

さて先月を振り返りますと、コロナ禍のお花見も三年

りながら、お花見を行いました。外出も中々できないの

目。しおさいでは以前はお弁当を持って、桜の木を囲ん

ですが、利用者・職員全員で桜を満喫することができ

でのお花見が例年でしたが、このご時世、お弁当を囲

ました。また、今年も夏野菜を育てる予定です。どんな

んでのお花見は難しくて…。一昨年は施設内でお弁

野菜を植えるのか楽しみです。

当。昨年はすぐ近くの濱神社さんでのお花見。今年は
さぬきうどん幸来 70-1546／11 時～14 時(土日休)

また、サービス利用のご相談もお待ちしております。

小グループに分かれ桜の開花に合わせて外出。市内

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。3 月 1 日から 3 月末
日まで、合わせて 9,618 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

お気軽にお問い合わせください。

をドライブしながらお花見どころを回りました。久しぶりの

これから気温も高くなって

外出ともなり、ご利用者の笑顔がとても素敵でした。少

きますので、水分補給など

しずつコロナ禍の季節行事の在り方も違ってきているよ

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊

を十分に行い、体調にお気

うに感じます。

(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）

を付けください。

来年こそ満開の桜の木の下で、

店舗のみなさま、ありがとうございました。

麺屋 ZOE 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

今後とも、かおりの丘・

みんなでお弁当を一緒に食べられ

(有)萩美容室 様（志筑）

ヴィラ一宮をよろしくお願い

ますように。これから暖かさから暑さ

カットハウス ロング様（佐野）やき焼亭 様（志筑）

いたします。

に季節も更に変わります。体調には
気を付けながら季節を肌で感じてい
きたいものです。

せきれいの里 様 （多賀）

