★

５月

活動予定カレンダー

★

１日日（火） 中之町 サロンもみじ

歩こう会（１日） 茶話会（１４日） 食事会，健康チェック，歌 他（１５日）
グラウンドゴルフ（１日・３日・８日・１０日・１５日・１７日・２２日・２４日・２９日・３１日）
青葉台 寿クラブ・ふれあいサロン
ミニペタンク（２日・１６日） 公園清掃（５日）
本町一丁目 おしゃべりネット
定例会（１日） ヨガ教室（４日・１８日） 総会（７日） 清掃活動（２７日）
リズム体操（１日・１５日） 手描友禅（３日・１７日） 太極拳（７日・１４日・２１日・２８日）
西野梅林 四つ葉会
踊り（７日・２１日） ﾚｻﾞｰｸﾗﾌﾄ，ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ（８日・２２日） やっさ体操（１０日） カラオケ（２４日）
高坂町 もみじサロン
グラウンドゴルフ（１日・８日・１５日・２２日・２９日）
宗郷 サロン江南
茶話会，健康体操，脳トレ 他（１日） 食事会，健康体操 他（１５日）
グラウンドゴルフ（１日・８日・１５日・２２日・２９日） 神社・集会所清掃活動（１０日）
幸崎渡瀬 いきいきサロン渡瀬
健康体操（１１日・２５日）
グラウンドゴルフ（１日・４日・８日・１１日・１５日・１８日・２２日・２５日・２９日）
幸崎久和喜 いきいきサロン久和喜
月例会，グラウンドゴルフ大会（カップ争奪戦）
２日 （水） 西町 川西ニコニコクラブ
健康体操（２日・９日・１６日・２３日・３０日）
グラウンドゴルフ（２日・４日・７日・９日・１１日・１４日・１６日・１８日・２１日・２３日・２５日・２８日
深町 あおば会
・３０日） グラウンドゴルフ大会・食事会（２３日）
糸崎 青葉会
３Ｂ体操 他（２日・１６日）
開所日（２日・５日・９日・１２日・１６日・１９日・２３日・２６日・３０日）
本町 縁がわサロン『いろは』（常設）
『食育』（１２日）１０：００～１３：００ 『郷土史｢明治の三原）』（１６日）１０：３０～１２：００
『絵手紙教室』（２３日）１３：３０～１５：００
カラオケ（３日・１０日・１７日・２４日・３１日） 健康体操（７日・１４日・２１日・２８日）
中之町中地区 白喜久の会
春の日帰り旅行（白竜湖リゾートホテル）（２２日）
４日 （金） 宮浦 手まり
食事会，健康チェック，手芸（パッチワーク） 他
グラウンドゴルフ（４日・７日・１１日・１４日・１８日・２１日・２５日・２８日）
明神 ゆうゆう会
清掃活動（１３日・２７日） 手芸（２７日）
５日 （土） 全域 えがおの会
茶話会（５日） 食事会（１９日）
調理実習，ボール体操，肩たたき（５日） 調理実習，ボール体操，読書会（１５日）
全域 ひなたぼっこの家
健康体操（９日・２３日） 定例会（９日）
６日 （日） 中之町中地区 第２ひまわり会
踊り（６日・１３日・２０日・２７日） カラオケ，ゲートボール（１０日・１７日・２４日・３１日）
７日 （月） 西野 小梅会
出前講座「高齢者のための健康づくり講座（医師会）」（７日） 食事会（２１日）
８日 （火） 糸崎 寿ふれあいサロン
おしゃべり会
須波ハイツ 須波さくら会
日帰り旅行（神明の里・耕山寺）
全域 どろんこＫＩＤＳ（子育て）
うね作り，種植え，草取り（８日・２２日）
和田 和田元気くらぶ
出前講座「健康講座（医師会）」，ごきぶり団子作り，ストレッチ体操，三原市歌，やっさ体操
９日 （水） 沼田東町 絵本クラブ「さくら」（子育て） 絵本の読みかたり，手遊び 他（９日・２３日）
深町 城山サロン
食事会，レクリエーション，深町城山登り
糸崎 糸崎天神サロン
体操，ゲーム 他（９日） 体操，絵手紙 他（２７日）
西野 大西むつみ会
食事会，手芸
第５民生区 わんわんサロン（子育て） 読み聞かせ，自由遊び 他（９日） 交通教室「パトカーが来るよ！」（２４日）
１０日 （木） 沼田東町 いきいきサロン七宝
絵手紙
中之町中地区 にこにこクラブ（子育て） 出前講座「おやこで楽しむ食育講座」，自由遊び，歌（お誕生日祝い） 他
港町 御作事サロン
グラウンドゴルフ（１０日） さつき見学会（２４日）
中之町 いきいきサロン清水
茶話会（１０日・２４日） 料理教室（１７日）
幸崎能地 いきいきクラブ行乗
健康体操＆レクリエーション（１０日・１７日） 輪投げ大会（２４日）
和田 和田体操クラブ
健康体操（１０日・１７日・２４日・３１日）
鷺浦町 須ノ上いきいきサロン
ゲートボール（１０日・２４日） グラウンドゴルフ（１１日・２５日） ウォーキング（１８日）
１１日 （金） 糸崎 カサブランカ
日帰り旅行（せら温泉）
木原 ふれあいサロン木原
茶話会，転倒骨折予防体操 他
宮浦２丁目 さわやかサロン
食事会，脳トレ 他
沼田東町 土筆会
食事会
登町・沖浦町 いきいきサロン葉田
出前講座「健康講座｢医師会）」，食事会，ゲーム
１２日 （土） 旭町 サロンひまわり仙場
茶話会，手芸（折り紙で小箱作り） 他
囲碁，将棋，折り紙（１２日・２６日） 手芸，茶話会（１８日） グラウンドゴルフ（１９日）
中之町中地区 光谷ひまわり会
料理教室，食事会（２５日） ボランティア交流会（２６日） 光谷川の清掃活動（２７日）
グラウンドゴルフ
１３日 （日） 沼田東町 自由ヶ丘わかば会
西野 よつば会小西口
食事会，折り紙（１３日） 茶話会，健康体操（２７日）
１５日 （火） 幸崎能地 わくわくサロン本能地
食事会，レクリエーション 他
幸崎能地 楽ラックス平原
食事会，健康体操 他
須波 すなみあいあいキッズ（子育て） 小麦粉粘土遊び，手作りおやつ 他
古浜 サロン古浜
カラオケの集い
宮浦３丁目 いきいきサロンひまわり
囲碁，手芸 他
幸崎能地 わいわいアンテナサロン
出前講座（三恵苑），食事会 他
中之町上地区 だっこ（子育て）
自由遊び，歌，読み聞かせ
幸崎能地 ニコニコサロン相川
食事会，健康体操
１６日 （水） 宮沖３丁目 ふれあい会
食事会 他
１７日 （木） 糸崎 駅西ふれあいサロン
出前講座「介護予防講座（三恵苑）」，茶話会
西宮 もみじ会
友愛訪問
１８日 （金） 小坂町 いなむらサロン
出前講座「高齢者の健康づくり講座」，食事会 他
１９日 （土） 中之町中地区 いきいきサロンから川 ピッコロと交流会
西宮法常寺 ひまわり会
食事会，ゲーム 他
館町 館町花草会さくらサロン
食事会，レクリエーション 他
２０日 （日） 港町 みやじま会
出前講座「海田町紙芝居サークルによる紙芝居」，食事会
２１日 （月） 糸崎 糸崎駅西御台場会
友愛訪問（２１日～２３日）
館町 たいじゅ
食事会，健康体操，折り紙 他
２２日 （火） 中之町下地区 さくらんぼの会
食事会，健康チェック，体操，歌 他
２３日 （水） 須波 筆影会
出前講座「認知症予防講座（三恵苑）」，食事会，脳トレ
小坂町川東 いきいき天神会
食事会，健康体操，レクリエーション 他
２４日 （木） 宮浦 ひまわり会
茶話会，絵手紙
出前講座「地域の防災力を高めよう！」，食事会
２５日 （金） 宮沖２丁目 いきいきサロン新生部
２６日 （土） 糸崎 あんず会
出前講座
２８日 （月） 全域（西野） 梅の里（子育て）
自由遊び，おやつ 他
３１日 （木） 全域 サロンわかば
料理教室（午前） 手芸教室（午後）

三原市社会福祉協議会 三原地域センターだより

風薫るよい季節を迎えまし
たが，皆さまいかがおすごし
でしょうか。
この時期は，屋外での活動
を予定されているサロンも多
いので，お天気がいつにも増
して気になりますね。
ゴールデンウィークもあり
ますので，お出かけ日和の日
が多いと良いのですが。
では，５月の活動予定をお
知らせします。

三原市社会福祉協議会のホー
ムページが，この度リニューアルさ
れました。
地域の皆さまが『使いやすく，見
やすいホームページ』を目指し，
事業内容の情報量も大幅にアップ
し，毎月ご案内しております情報
誌もご覧いただけるようになりまし
た。しかもカラーで ! !
また，メールでのご相談・お問い
合わせもできますので，ご利用く
ださい。
今後も，皆さまにご覧いただける
ホームページになるよう改善して
まいりますので，ご意見･ご感想を
お聞かせくださいね。
アドレスは
こちら♪

三原市社会福祉協議会
三原地域センター
サロン担当：
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活動者発
今月も，前回に引き続き，実際にサロン活動をしている方々の意見やアイデアを元に作られた「ふ
れあい・いきいきサロンを楽しくする４０のヒント」という冊子から，分かりやすく実用的な「サロンを楽
しくするヒント」をご紹介していきたいと思います。

テーマ３
テーマ３
なんだか最近疲れ気味。誰かに協力を求めたいけれど，引き受けてもらえそ
うな人も見つからない。このままでは，私たちボランティアが倒れそう…。
①『地域のチカラ』…上手にかりよう！
・協力しやすい方法を工夫。（得意なことで，ちょっとした手伝いなど）
②『いい・加減』…サービス精神を持ちすぎない！
・「頑張りすぎ」はほどほどに。たまには「何にもしない日」に挑戦！
③『役割分担』…負担はみんなで分け合おう！
・役割を一覧にして，分担表を作ってみる。
④『友達の輪』…アンテナを張ろう！

ヒント！
ヒント！

・友達の友達と友達と…と声かけを広げていく。
⑤『合体』…たまには一緒に！
・口コミでお互いの活動を広めあって相乗効果を！

テーマ４
テーマ４
サロンに来てくれる人たちって結構お元気。なにかお手伝いをお願いした
いと思うけど，なんとなく頼みづらくて…。お互いが気持ちよくいられる関
係づくりってどうすればいいの？
①『垣根』…意識的に低くしてみよう！
・エプロンをつけない。 ・座席の座り方を変えてみる。

ヒント！
ヒント！

②『いいとこ探し』…みつけて活かそう！
・得意なことをメニューに入れてみる（野菜づくり・裁縫・写真など）
③『セルフ』…できそうなことをお願いしてみよう！
・お茶の準備等，できそうなことはお願いしてみる。（時にはスタッフに）
④『助けられ上手』…お互いさまの関係づくりをしよう！
・スタッフが参加者に助けてもらうこともあり！「ありがとう」を忘れない！
⑤『張り切りすぎない』…頑張る姿がくつろげない？
・メニュー作りではなく，憩いの空間作りを！自分自身も楽しむ側に。

最後に
最後に・・・

今回も，「サロンを楽しくするヒント」をご紹介しました。ここで紹介した困り事は，皆さん
のサロンでも当てはまる事だと思います。「これはやってみよう！」というヒントがあれば，
ぜひ実践してみて下さいね。
三原市社会福祉協議会 三原地域センターだより
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