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大町会館

４月２２日（金） １０：４０

４月２５日（月）

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

昨年度も新型コロナウィルスの影響で、集まりごとやイベントが中止になることが多々ありましたが、一昨
年に比べると検温、マスク着用、手指消毒、オンラインを活用した会議や研修など新しい生活様式にも慣れて
きて、工夫しながら活動を継続できることも多くなりました。
１０月から年末にかけては感染者も減少し、規模は縮小してではありますが、福祉まつりや研修会、福祉学
習を行ったり、新たにコミュニティカフェを始める地区もありました。

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
⑥ケアマネージャー正規・嘱託・パート(北淡)

今年に入ってからは感染率の高いオミクロン株の出現により、再び自粛生活を余儀なくされる状況になり
ゴールデンウィーク中、津名地域は５月６日（金）の移動販売

ました。一人暮らしの方や高齢者世帯の方などに、津名民生委員児童委員協議会のご協力のもと絵ハガキをお

をお休みさせていただきます。よろしくお願いいたします。

配りして、つながり合う機会を継続できるようにしました。
感染状況の動向を見ながらではありますが、「コロナが収まるまでじっと待つ」という姿勢ではなく、「コ
ロナが収まってきた頃には、すぐに活動が再開出来るように準備をしておく」「オンラインを活用して話し合

志筑小学校より日頃から児童の皆さんで集めた６５,１９６

いを継続する」など、活動を進めていきます。

個のエコキャップをお預かりしました。
関係団体を通して障がい者支援等に活用させていただきます。
ぜひ今後も活動を続けてください。ありがとうございました。

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

4月

リニューアルした介護者と当事者の集える場「介護のはじめ」が始まる

5月

プランターファーム見守りプロジェクトでつながりづくり

6月

淡路市社会福祉協議会・淡路市善意銀行にご寄付頂いた方や
団体を紹介します。

7月
8月

津名中学校１年生・・・・・・24 円
津名中学校２年生・・・・・・85 円

9月

津名中学校３年生・・・・・・38 円
ご寄付頂いた方の善意にこたえ、有効に活用させて頂きます。

10 月

地域のコミュニティカフェ「大町上カフェ」「在カフェ（塩田）」が始まる
青空子育てミーティングが始まる
さぬきうどん幸来（はぴくる）10 周年限定特別メニューを期間限定販売
志筑地区のサロンで「めだかすくい」が流行し、盛り上がる
大町まちづくり協議会がひまわり畑の観賞と花摘みを開催
塩田、志筑、中田、津名東、大町小学校で福祉学習を実施（9～11 月）
「福祉で地域のつながりを感じよう！」イベント（ミニ福祉まつり）の開催
中田がんばる隊がコスモス畑で中田保育園児と交流

11 月

日
時 間
トライやるウィークで津名中学校２年生が２名参加

この広報誌は、みなさんからお預かりしま

12 月

４月１９日（日） １１：００
子育てカフェ「日曜元気っ子 Party」
サロンやカフェで「干支の色紙づくり」「正月の寄せ植え」作りを楽しむ

９：００～１７：００となります。電話

した「赤い羽根共同募金」の一部を財源にし

1月

４月２２日（水） １１：００
地域のコミュニティカフェ「大町カフェ
いえもん」が始まる

番号は変わりません。これからも、安心して気軽に相談できるセ

て発行しています。みなさんからお寄せいた

2月

冬バージョンの絵ハガキでつながりづくり １３：３０

令和４年３月３１日をもって出前市役所が閉所することに伴い、
４月１日に淡路市役所本庁（淡路市生穂新島８番地）に移転しま
した。開所時間は平日

ンターとして、努力してまいります。どうぞよろしくお願いいた
します。

淡路市消費生活センター64-0999

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。

４月２３日（木）

3月

行

事

名

認知症カフェ「おひさま Cafe」
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）

まん延防止等重点措置解除により、サロンやカフェが徐々に再開される
１５：００
竹の子作業所家族会
4 月 27 日（月）

９：３０

高倉サロン（大町）

木曽

３回目やります。
毎朝のように、津名地域にある県道沿
大町上公会堂付近で、鮮やかな黄色が目立つラッパ水
仙と垂れ下がった枝いっぱいに薄紅色の花を咲かせる
しだれ梅を植えたのは、
「大町上中山間むらづくりの会」

性の方がいらっしゃいます。
いつもありがとうございます！とい
う感謝の気持ちとともに、一人ひとりの

と「農地水グループ」の皆さんです。
地域を花で美しく飾ろうという思いから始められた
活動を、約 20 年経った今も続けられています。

日課は、
「水やり」です！

いの溝などのゴミ掃除をされている女

心がけでゴミのポイ捨て等は減るので、
気を付けていきたいですね。

見頃を迎えた 2 月 23 日から 3 月 13 日に公開とな
り、新型コロナウイルス感染防止のため、来場者には名
簿記入や手指消毒を行うなどの対策をとりながら、来場
された方には水仙の切り花を一本ずつプレゼントされ
ました。
期間中は 800 名以上の方が来場され、
「綺麗やなあ」
「ええ匂いがするわ」など花々を楽しむ声が聞こえまし
た。役員の方も「今年はコロナの影響で人が少ないから
来年はもっと多くの人に見てもら

おすそわけしたり。
① プランターに
野菜の苗を植えます

② 人の目につく場所に

③ お世話の姿を見かけたら
お互いに声かけ。うまく

置いて、水やり等の
お世話をします

育ったり、育たなかったり…

（おおきくな～れ）

適度な距離で会話してね。

再び笑って集まる日を
楽しみに！

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♪

えたら嬉しい」と話され、
④ 収穫された野菜を

万華鏡を作りながら、普段、忘れて

早くコロナが収束し、

日 時： 4 月 24 日（日） ※ 50 分間程度の予定

今後もこの活動を通じて

＜1 部 15：00〜＞

地域の人達に楽しんで
今後もこの活動を通じて

対 象：おおむね低学年（小３ぐらい）までの

もらいたいと感じました。
地域の人達に楽しんで

子ども連れの親子

もらいたいと感じました

＜2 部 16：00～＞

（コロナ終息祈願！）

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

（つながりって大事！）

場 所： 淡路市立津名図書館

赤い羽根 募金百貨店

講 師： 片岡加奈子さん

活動室 L

料 金 ：無料

申し込み方法 ： 淡路市立津名図書館の窓口
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、

玄関先や庭先でプランターに植えた野菜のお世話をしながら、

〒656-2132 淡路市志筑新島 5 番地 4
☎0799-62-2345（10：00～18：30）

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

休館日：毎週木曜日(祝日を除く）、祝日の翌平日

組むプロジェクトです。地域のつながりを絶やさずに、見守り合

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

毎月末 書架整理日（月末が土・日・祝の

いながら、楽しんで野菜を育てます。今年で３回目の、コロナ禍

活動です。
２月１日から２月末日まで、合わせて

で始まったプロジェクトです。ご近所同士、サロンやいきいき

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、

100 歳体操仲間などでお気軽にお申込ください。

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。

声かけやつながりの維持に向けて「して・されて」を大切に取り

場合は翌平日）

8,565 円

共催：淡路市立図書館 後援：淡路市社会福祉協議会
各 20 人予定 みんなが安心してつながれる場
先着順です

э 期 間 ： ５月中旬まで（期間限定）
э 参加費 ： ４００ 円 から 6００ 円程度

昨年のプランター
ファーム →

（苗・土・プランターの材料費）
э 問合せ・申込み ： 淡路市社協つな
６２－５２１４（担当 土居）

＊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）

(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）

このプロジェクトは、みなさんからお預かりしました「赤い羽根共同募金」と
生活支援体制整備事業の一部を財源にしています。

子育てサークルわびすけ
代表：橋本（TEL 62-1075）

smile.smile.9mile@gmail.com

