北淡地域の「福祉情報」や「地域情報」をお知らせする広報誌!!

地 区
仁 井

野 島

富 島

開 催 日

時 間

場 所

参加費

１３時半～

仁井公民館

200円

２５日（月）

１３時半～

オアシス久野々

自費

おたのしみ

20日（水）

１１時～

小田太田クラブ

自費

おたのしみ

７日（木）

１３時半～

江崎集会所

210円

フエルトバック作り(はさみ・定規･洗濯ばさみ）

１９日（火）

１０時～

平林公会堂

300円

カード入れポーチ：裁縫道具

２１日（木）

１３時半～

野島浜集会所

200円

レースのれん：裁縫道具

２６日（火）

１３時～

東ノ町会館

２５日（月）

１３時半～

中ノ町集会所

１００円 防災講話

１９日（火）

１0時～

西之町内会館

200円

トンボのブローチ作り

１３日（水）

１３時半～

石田集会所

200円

お楽しみ

６日（水）

１３時半～

浅野県住集会所

200円

金魚

１４日（木）

１３時半～

斗ノ内里集会所

１００円 フェルトバック作りの続き（結ぶ・アレンジ）

２７日（水）

１１時～

浅野南集会所

人権DVD鑑賞、昼食（そうめん）

１２日（火）

１３時半～

水越会館

１１日（月）

１３時半～

北淡総合福祉センター

１２日（火）

１１時～

育波公民館

１２００円 おたのしみ会

４日〔月）

１１時～

黒谷公会堂

５００円 おたのしみ会

１３日（水）

１０時～

五斗長集会所

１１日（月）

１３時半～

生田集会所

２６日（火）

１３時半～

育波集会所

室 津

８日（金）

１３時半～

室津ふれあいセンター

子育て

２０日（水）

10時～

青空子育てミーティング

育 波

夏の暑い夜長には涼しい鈴虫の音色で癒され
ぐっすり快眠♬
飼い方はとても簡単♪
9 月末までよく鳴きますよ(^^♪
ご希望の方は(株)岡野漁具店まで
淡路市斗の内 431 番地
電話 090-9054-2569

話

0799-82-0922

ＦＡＸ

0799-82-0913

Ｅmail

hokudan@awaji-csw.or.jp

１００円 フレイル予防について（歯科衛生士）

一閑張り

浅 野

電

レースの敷：裁縫道具

１０時～ ホットほっと/斗ノ内浜集会所 200円

14・２８日（木）

淡路市浅野南 2-40

持 ち 物 等

１４日（木）

編集･発行:淡路市社会福祉協議会
地域支えあいセンター ほくだん

未定

２００円 封筒で作る通帳ケース
２００円 ステンドグラス作り

１００円 保健師さんのお話し
200円

金魚
おたのしみ

１００円 PPバンド：くす玉作りの続き（金魚作り）

※富島：住吉公園

表紙に掲載している「学びの広場」は、下記の
日程の開催予定となっています。
どなたでもご自由に参加できますので、お気軽
にどうぞ！

3 月より、毎月最終の火曜日に北淡総合福祉
センターの２階にて『学びの広場』を開催して
います。この学びの広場は約 20 年前に北淡町
社協で行われていた『気づきの広場』をもとに
して、新たなスタートを切りました。
この北淡にも様々な福祉課題がありますが、
一方でこれまで地域の中で長く活動されてき
た方の話や、職員が気づいてきたこと、また北
淡内外で実際にあった事例など、様々なヒント
にあふれているように感じます。
そのようなヒントを会の参加者で学ぶこと
で、地域の福祉課題解決や新たな活動の場の糸
口になることを望んでいます。
5 月に開催された第３回では東浦にあるひ
まわり作業所の職員に参加してもらい、浦小学
校との交流会の経緯や内容について話しても
らいました。
浦小学校では総合的な学習の時間で『おやつ
について考える』という授業があったそうで
す。その授業の中でとある児童から「ひまわり
作業所のクッキーがおいしい」という言葉が飛
び出しました。それがきっかけとなり、浦小学
校の先生から「ひまわり作業所と交流させても
らえないか」と持ち掛けられたという経緯があ
りました。
交流会の中で児童から「これまでにコラボ
(コラボレーション：共同作業・制作をするこ

と)をしたことはありますか？」と問いかけら
れ、すかさず職員が「それじゃあコラボしませ
んか？」と返したことから、一緒になって新商
品のクッキー開発が始まりました。その結果、
完成した「ゆきまつクッキー」はまさに児童の
自由な発想が十二分にあらわれたものとなり、
今ではひまわり作業所の看板商品の一つにな
ってます。
またその後は、児童がひまわり作業所の車を
見ると手を振ってくれたり、まちかどで生まれ
た小さな交流など心温まる話を聞くことが出
来ました。
当初、『ぽれぽれ』にいた職員がひまわり作
業所に異動し、その中で感じた地域性の違い
や、改めて感じた北淡の良いところをみんなで
再確認する会になれば…という思いがありま
したが、話が進むにつれ、内容が変わっていき、
終盤には参加者より、「子どもの福祉教育がい
かに大切かを再確認した」という言葉や、「子
どもがいろんな特性を持つ人と関わりながら
成長していくことは大切」といった言葉が飛び
出し、『子どもの福祉教育について』という私
の予想を超えたところに発展したということ
に、驚きや嬉しさを感じました。今後も回を重
ねるごとに、想像を超えた展開がどんどん生ま
れるのではないかと考えると、わくわくが止ま
りません。(せと) ※広場の次回開催は裏面に!

次回予定
日

時：7 月 26 日(火)

19：00～

場

所：北淡総合福祉センター
（地域支えあいセンター ほくだん）

参加費：無料
～ お問い合わせはお気軽に ～

この広報誌は、皆さんからお預かりする「赤い羽根共同募金」の一部を財
源に発行しています。皆さんからお寄せいただく募金は、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。

障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』よりお知らせ

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 ～ ③

障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』では、６月上旬
からびわシロップ漬けを作っています。びわは地域の
方の御厚意でいただいたもので、１つ１つ丁寧に皮を
むき、種、内皮を取ってびわをカットしシロップを入
れてビン詰めしています。これから暑くなるので、冷
やしてもよし！ゼリーにしてもよし！
びわシロップ漬けをぜひ一度ご賞味ください！
また、いちごジャム、あまなつジャムの販売も開始
しています。
(びわシロップ漬け 500 円・各種ジャム 400 円)
お問い合わせ
障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』TEL 82-0922

「いきいき１００歳体操」で体力をつけて、いく
つになっても元気でいきいきした生活を送りませ
んか？もみじの里デイサービスの利用者、ぽれぽ
れのメンバーと一緒にみんなで集まりましょう！
◇毎週、金曜日
◇午後１時半～
◇北淡総合福祉センター１階フロア

青空子育てミーティングでは、地域のお母さん
と子どもさんが青空の下で集まって遊んだり、子
育てについてのおしゃべりなどができる場所で
す。近所をお散歩するついでに集まりませんか？
事前に連絡はいりません。おじいちゃん、おばあ
ちゃん、地域のみなさんも気軽に立ち寄れる「場
所」になったらいいなぁと思っています。
８２－０９２２ （担当：上林）
日 時：第３水曜日
１０時～
場 所：富島東ノ町 住吉公園 （雨天中止）

天井裏のイタチを何とかしたくてネットで
調べた業者に電話をした。２０万円の作業を依
頼した。作業途中で追加作業が必要と説明さ
れ、了承した。作業は終了し追加料金を請求さ
れたがまだ屋根裏で音がする。駆除できなくて
も料金は支払ってもらうと言われた。』
●害獣（ネズミ、イタチなど）・害虫（蜂、シ
ロアリなど）駆除の作業内容と料金を確認
し、複数社から見積もりを取り比較検討しま
しょう。
●慌てて事業者を呼ばずに、まずは自治体に確
認してみましょう。
淡路市消費生活センター TEL 64-0999

ゴキブリは１匹いれば、数十匹が潜んでいる
といわれています。
自宅でホウ酸団子を作っている方もいまし
たがサロンで作ることにしました。
地域の方によると「５月頃にゴキブリをやっ
つけておくのが１番ええんや」、
「これ置いとい
たら、ほんまゴキブリおれへんわ」と話してい
ました。
また、「売ってるのより作ったホウ酸団子の
方が効果があるわ！」という声もありました。
手作りホウ酸団子は
効果抜群！

時給 961 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!!)
いづかしの杜(北淡)・ひまわり作業所（東浦）
② 運転員パート

医療機関への送迎(一宮・岩屋)

今月は北淡総合福祉センターでのつどい開催
が内容変更となり、『認知症家族の交流会』が
開催されます。
この『認知症家族の交流会』では、岩屋のつど
いの参加者の方々も参加するので、みんなで介
護のことについて話し合ってみませんか？
開催場所は東浦公民館となっていますのでご
注意ください。

日

時：7 月 13 日（水）13 時～15 時

③ もみじの里デイサービス(北淡)
介護福祉士募集中!

場

所：東浦公民館

業務内容等、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい

参加費：なし

淡路市社協

お問い合わせ
地域支えあいセンターほくだん

淡路市志筑 3119-1(履歴書送付先)
なぎ、やまさき TEL 62-5214

82-0922

ひまわり作業所
「みんなの気持ちがぐ～るぐるプロジェクト」

ドレッシングでぐ～るぐる

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。
５月 1 日から５月末日まで、合わせて８,１８１ 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。

玉ねぎドレッシング
＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊
(株)樫岡石油 様（大谷） (有)大正あん 様（志筑）
麺屋 ZOE 様（志筑）

一宮オイル(有) 様（多賀）

HAGI 美容室 様（志筑） やき焼亭
カットハウス ロング様（佐野）

様（志筑）

「どろっどろやけどサラッサラ」

１本４５０円
《１本につき、３０円が寄付されます》
販売場所など詳しいことは、
ひまわり作業所(TEL ７４-０３３７）まで！
※センターほくだんでもお取り寄せ賜ります

