淡路市社協だより
日
５月 5 日（木）
5月

9 日（月）

時

間

行

１０：0０

事

名

場

大町カフェ いえもん

大町会館

住

所

淡路市志筑 3119-1

電

話

0799-62-5214

ＦＡＸ

0799-62-5503

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

5 月 12 日（木）

１０：３０

中浜サロン（佐野）

佐野よい公園 ハイキング

5 月 13 日（金）

１０：３０

西谷サロン（志筑）

西谷会館

5 月 18 日（水）

１４：００

在カフェ（塩田）

在会館

5 月 19 日（木）

１０：００

生穂浜カフェ（生穂）

KOKAGE 工房

大町カフェ いえもん

大町会館

5 月 20 日（金）

１０：４０

興隆寺サロン（佐野）

興隆寺会館

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

5 月 11 日（水）

5 月 25 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。

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(嘱託職員随時募集中!!)
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!!(勤務時間応相談）
夜勤～午前 9 時まで勤務 1 回 10,000 円以上

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

未

定

津名地域は、旧来の地縁的・血縁的つながりが強い地区がある一方で、
大学・専門学校・高校などもあり、子育て世帯等比較的若い世代が住んで
いる地域です。地縁的・血縁的つながりを生かし、まちづくり協議会等の組織化をすすめると共に、

昨年度は、里ふれあい児童公園や佐野よい公園で
交流しましたが、今年は、いろいろな地域の方に
参加してもらえるよう、さまざまな公園で開催し
ますので、気軽にご参加ください！
ご参加ください。
日 時 ：5 月 17 日（火） １０：３０～
場

所 ：パラナグア公園（淡路市役所近く）

参加費 ：無料
内

容 ：みんなで体を動かして、遊びましょう

対

象 ：親子で、おじいちゃん、おばあちゃん
どなたでも

社会縁・関係縁など小さな集まりやサークルなどにも着目し、コロナ禍でも可能な住民活動をさらに
応援できるように展開していきます。
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、
お宝さがし発表会の開催
新しい拠点・活動づくり
カフェや講座などを通して「ちょっと
自分の住む地域でも、何かやってみようと思う
コミュニティカフェ等、気軽に立ち寄れる場
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
きっかけやヒントになるように、地域の小さな集
づくりを行います。特に志筑地区には、大学、
まりやサークル等にも着目しながら、活動者やグ
専門学校、高校があるので、学生も参加できる
ループが活動や取り組みについての発表をする
ような仕組みを作り始めます。
「お宝さがし発表会」を開催します。
を縮小、時間を短縮して、コロナに負けることな

サロンやカフェ後の見守りあい、
「お互いさま運動」の推進
に、“福祉で地域のつながりを感じよう！”イ
く、人と人とのつながりが切れることのないよう

お問い合わせ
地域支えあいセンターつな
TEL 62-5214（大場・土居）

今ある拠点や活動を生かし（サロンやカフェの集まりの
場を活用）、サロン・カフェの後に世話人や活動者、民生

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

委員等と一緒に地図を見ながら、見守りあいや防災につい
ての情報交換を行います。
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。

日

この広報誌は、みなさんからお預かりしま

塩田小学校３年生…４円

塩田小学校４年生…４円

した「赤い羽根共同募金」の一部を財源にし

大町小学校１年生…６円

大町小学校６年生…14 円

大町小学校 6 年生積立…

2円

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。

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。

「 共生循環型地域社会づくり 」４月１９日（日）

時

間

１１：００

…年齢や性別、障がいの有無など、垣根にとらわれず、お互いを
４月２２日（水）

１１：００

認め合い、助けられたり助けたりするような関係が循環していくような
地域社会づくりをめざしています。

４月２３日（木）

4 月 27 日（月）

１３：３０

行

事

名

子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」

セ

認知症カフェ「おひさま Cafe」

セ

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）

１５：００

竹の子作業所家族会

９：３０

高倉サロン（大町）

木曽上

自分探しの森だより

「こみゅにてぃ・フットサル交流会」の

お知らせ
「自分探しの森」は、ひきこもりをテーマに、いろいろな思

日

時

5 月 28 日（土）14：00～16：00

いや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

場

所

浦小学校 体育館（淡路市浦 701）

所づくりを目的に、東浦にある冒険の森で、２か月に１回

対

象

障がいのある方や家族、興味・関心のある方

（偶数月の第一金曜日）開催しています。
まだ少し肌寒さを感じる 4 月 1 日（金）には、いつものピザ

ならどなたでも（子どもさん学生さんも大迎！）
内

容

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

フットサルを通じて交流、ストリートサッカー
体験（協力：ストリートサッカーファミリー）

参加費

100 円

持ち物

体育館シューズまたは上履き、タオル
飲み物（水分補給のため必ず持参ください）

申込締め切り

5 月 24 日（火）

は、そ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。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高に美味しかったです。
誰かと過ごすことも、森に身をゆだねることも自由です。
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
方だけでもぜひお気軽に、森へお越しください。

※当日の検温、手指消毒等にご協力お願いします。

大町まちづくり協議会では、約２年前からコミュニテ

高倉サロン（木曽上畑）は、毎月１回行われてい

ィカフェ開設の準備をしてきましたが、コロナの影響で

ますが、世話人の中に大町まちづくり協議会わくわ

なかなかオープン出来ませんでした。しかし、歩みを止め

く部会のメンバーがいて、自分の地域でも住民の人

ることなく、わくわく部会のメンバーを中心に、ひきたて

が、気軽に来てもらえる場所が出来たらいいなぁと

のコーヒーを提供するために、コーヒーメーカーの使い

の思いから話し合い、いつものサロンに加えて「高

方を皆で試行錯誤しながら覚えました。昨年 12 月には

倉カフェ」がオープンしました。

リハーサルを兼ねて、お試しカフェを開いた後、１月の第

４月 13 日（水）、初めてのカフェが 10 時から

1 木曜日からスタートしました。その日は、約３０人もの

１２時の間行われました。女性だけでなく、男性の

住民の方々が来られ、久しぶりに顔を合わせる方も多く、

方も多く来られ、ひきたてのコーヒーを飲みながら、

会話も弾みました。その後コロナの感染急拡大のため、中

近況について話されたり、時には思い出話なども和

止となりましたが、コロナが落ち着いてきた４月７日

やかにされていました。

（木）に再開することが出来ました。一人でぷらっと来ら

◆ふれあい高倉カフェの開いている曜日と時間◆

れた人も多く、そこで初めて会った人同士でも気軽に話

毎月第 2、4 水曜日 10 時～12 時（出入り自由）

が出来るようなアットホームな空間でした。
※事情により、延期・中止となる場合があります。
申込・問い合わせ先

◆大町カフェいえもんの開いている曜日と時間◆
毎月第 1、3 木曜日 10 時～12 時（出入り自由）

社協ひがしうら
（TEL：0799-74-4877
FAX：0799-75-2025）まで

送迎についてもご相談ください。

淡路市共同募金会からのお知らせ

4 月 3 日（日）に、佐野地域まちづくり推進協議会主
火加減も大切！

好きな具を皆でトッピング♪

★2 か月に 1 回（偶数月第 1 金曜日）に開催しています。

催のふれあいウォーキングが２年ぶりに開催されまし

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

日時：6 月 3 日（金）10 時～14 時（時間内出入り自由）

店舗が、地域のためになる商品をアピールしながら、

場所：プレイパーク冒険の森（淡路市楠本 314）

淡路市の福祉活動を応援する、地域支援につながる新

さぬきうどん幸来 70-1546／11 時～14 時(土日休)
対象者：ひきこもり状態にある方、家族、支援者

しいカタチの募金活動です。3 月 1 日から 3 月末日

内容：ピザづくりなど

まで、合わせて 9,618 円 のご寄付をいただきまし

（参加してもしなくても、森でゆっくりしても自由です）

参加費：500 円（材料費込み）

舗のみなさま、ありがとうございました。

送迎：応相談
申し込み・問い合わせ先：社協つな

62-5214 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。

た。お買い物いただいたみなさま、協力いただいた店

＊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）

(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）

さま、ありがとうございました。

えんじょうじ

た。例年、桜の名所である圓城寺で花見をするのが定番で
す。1 月の役員会では、コロナ禍での開催について、感染
状況をみながら、できるだけ開催できるように、工夫して
行おうと話し合われました。距離をとりながら歩くこと、
お弁当を食べること、楽しみのビンゴ大会も時間短縮で
行おうと決まりました。当日は、幼児から高齢者まで幅広
い世代の 40 名を越える参加がありました。くもり空の
下でしたが、久しぶりに顔を合わせる地域のみなさん方
のうれしそうな顔に、役員のみなさんも、コロナ禍でも工
夫して地域活動を展開していきたいと思いが高まってい
ました。

大町まちづくり協議会では、木曽上畑（大町）にあ
る休耕田を活用して、3 月 28 日～４月 10 日まで
春の訪れを感じる菜の花畑の鑑賞会を行いました。
コロナ禍で家に閉じこもりがちな日々が続きます
が、来場者からは、高倉山をバックに一面に広がる黄
色い菜の花を見て「気分がすっきりした、リフレッシ
ュできた」という声が聞かれました。
まちづくり協議会のメンバーの方も「菜の花の種
まきと覆土が大変だったが、来場してくれる人が喜
んでくれて、こちらも開催した甲斐があった」と話さ
れました。

