１日 （ 水 ） 中之町 サロンもみじ
深町 あおば会

歩こう会（１日） 茶話会（７日） お花見，レクリエーション(８日）
グラウンドゴルフ（１日・３日・６日・８日・１０日・１３日・１５日・１７日・２０日・２２日・２４日・２７日
・２９日） カラオケ教室（１４日） 小旅行，食事会（２０日）

ミニペタンク（１日・１５日） グラウンドゴルフ（２日・７日・９日・１４日・１６日・２１日・２３日・２８日）
公園清掃（４日） 美酒鍋会食（１９日）
沼田東 ひよりや『ダイヤサロン』（常設） 開所日（月曜日～金曜日・１０：００～１６：００）
開所日（１日・４日・８日・１０日・１１日・１５日・１８日・２２日・２４日・２５日）
本町 縁がわサロン『いろは』（常設）
『絵手紙教室』（２２日）
２日 （ 木 ） 幸崎能地 いきいきクラブ行乗
お花見，食事会（バーベキュー）（２日） 健康体操，レクリエーション（９日・１６日）
和田 和田体操クラブ
茶話会，健康体操（２日・９日・１６日・２３日・３０日） お花見（９日） 手芸（２３日・３０日）
中之町中地区 白喜久の会
カラオケ（２日・９日・１６日・２３日・３０日） 健康体操（６日・１３日・２０日・２７日）
幸崎能地 ニコニコサロン相川
手芸（２日） 食事会（１５日）
３日 （ 金 ） 本町一丁目 おしゃべりネット
ヨ－ガ教室（３日・１７日）
本町川東 福寿会
茶話会，カラオケ（３日・１０日・１７日・２４日）
宮浦 手まり
食事会，健康チェック 他
グラウンドゴルフ（３日・６日・１０日・１３日・１７日・２０日・２４日・２７日）
明神 ゆうゆう会
茶話会，清掃活動（１２日・２６日）
青葉台 寿クラブ

中之町中地区 光谷ひまわり会
幸崎久和喜 いきいきサロン久和喜
鷺浦町 須ノ上いきいきサロン
５日 （ 日 ） 沼田東町 自由ヶ丘わかば会
中之町中地区 第２ひまわり会
港町 みやじま会
６日 （ 月 ） 糸崎 寿ふれあいサロン
西野 小梅会
西町 川西ニコニコクラブ
深町 城山サロン
須波 筆影会
７日 （ 火 ） 新倉ハイツ ワイワイクラブ
全域 ひなたぼっこの家
幸崎能地 楽ラックス平原
港町 御作事サロン
和田 さつき会
糸崎 駅西御台場会
沼田東町 いきいきサロン七宝
糸崎 青葉会
高坂町 もみじサロン
宗郷 サロン江南
須波ハイツ 須波仲よし会

食事会（３日） バス旅行（千本桜，福富ダム周辺など）（１１日） 囲碁，折り紙（１７日・２５日）
スポーツサロン，ビデオ鑑賞（１８日） ボランティア交流会（２６日）
グラウンドゴルフ（３日・７日・１０日・１４日・１７日・２１日・２４日・２８日） 大会（１４日・２８日）
ウオーキング（３日・１７日） ゲートボール（９日・２３日） グラウンドゴルフ（１０日・２４日）
お花見＆山菜つみ
カラオケ教室（５日・１２日・１９日・２６日） グラウンドゴルフ（７日・１４日・２１日・２８日）
お花見会
食事会，ちぎり絵
お花見（食事会）（６日） 茶話会，折り紙（２０日）
音楽療法講座（山田講師）
ウォーキング（６日） 食事会（８日） ターゲットバードゴルフ（１９日）
お花見，新年度会合
日帰りバス旅行（松江城，大根島方面）
調理実習，ボール体操 他（７日・２１日）
食事会，健康体操 他（７日・２１日）
廃品回収（７日・２１日） お花見（９日） グラウンドゴルフ（１６日） 食事会（２３日）
お花見
食事会，出前講座（三菱病院介護支援センター），健康チェック 他
お花見
食事会，料理教室，健康体操（７日・２１日）
グラウンドゴルフ（７日・１４日・２１日・２８日）
食事会，脳トレ 他（７日・２１日）
お花見，みんなで歌おう♪

グラウンドゴルフ（７日・１４日・２１日・２８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（９日・２３日）
８日 （ 水 ） 宮沖３丁目 ふれあい会
お花見（大和方面）
西野 大西むつみ会
お花見，今年の目標
糸崎 糸崎天神サロン
健康体操，茶話会（８日・１８日・２４日）
９日 （ 木 ） 沼田東町 絵本クラブ「さくら」（子育て） 戸外で絵本の読み語り♪
中之町 いきいきサロン清水
花見の会（９日） 食事会（１６日）
円一 はいからサロン
健康体操 他（９日・２３日）
田野浦 田野浦清風サロン
健康体操，茶話会 他（９日・２３日）
中之町中地区 にこにこクラブ（子育て） 自由遊び，歌，誕生日お祝い 他
１０日 （ 金 ） 新明神 ハッピーサロン
茶話会，新年度活動について（１０日） 出前講座（年代別いきいき講座）（２４日）
糸崎 カサブランカ
総会
宮浦２丁目 さわやかサロン
食事会 他
１１日 （ 土 ） 宮浦３丁目中 いきいきサロンひまわり お花見
旭町 サロン・ヒマワリ仙場
茶話会，手芸
１４日 （ 火 ） 須波ハイツ 須波さくら会
お花見，桜の花の絵手紙，フラダンス
幸崎能地 わくわくサロン本能地
食事会 他
全域 どろんこＫＩＤＳ（子育て）
茶話会，畑作業（１４日・２８日）
和田 和田元気くらぶ
お花見に出かけよう♪
１５日 （ 水 ） 西野梅林 もみじ会
食事会，脳トレ，ゲーム 他
中之町上地区 だっこ（子育て）
こどもの日，自由遊び，歌 他
糸崎 陽だまりの会
コーラス
１６日 （ 木 ） 糸崎 駅西ふれあいサロン
出前講座「介護保険制度について」
西宮 もみじ会
友愛訪問
１７日 （ 金 ） 中之町上地区 湧水会
手芸講座
１８日 （ 土 ） 本町 イキイキサロン堀川
食事会，レクリエーション 他
１９日 （ 日 ） 西野 よつば会小西口
茶話会，折り紙，体操，輪投げ
木原 ふれあいサロン木原
健康ウォーキング
２０日 （ 月 ） 館町 たいじゅ
食事会，清掃活動 他
２１日 （ 火 ） 中之町中地区 いきいきサロンから川 食事会，カラオケ（老人クラブとの交流）
須波 すなみあいあいキッズ（子育て） お花見
幸崎能地 わいわいアンテナサロン
食事会，健康体操 他
中之町下地区 さくらんぼの会
食事会，三原市広報・町内会だより内容解説，なぞなぞ，健康体操 他
長谷 いきいきサロンひめくさ
お花見，食事会
古浜 サロン古浜
カラオケの集い
２２日 （ 水 ） 宮沖２丁目 いきいきサロン新生部
グラウンドゴルフ
頼兼 いきいきサロン頼兼
食事会 他
第５民生区 わんわんサロン（子育て） 自由遊び，おやつ 他
２３日 （ 木 ） 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
２５日 （ 土 ） 全域 えがおの会
食事会，歌
２７日 （ 月 ) 全域 サロンわかば
料理教室，新年度会議，茶話会
第６民生区 梅の里（子育て）
自由遊び，端午の節句

三原市社会福祉協議会 三原地域センター サロンだより

お花見のニュースに心浮き
立つこのごろ，いかがお過ご
しでしょうか。
活動予定にも「お花見」を予
定されているサロンがたくさん
ありますが，桜の名所や身近
なおすすめスポットがあれば，
ぜひ情報提供をお願いします。
また，新たな年度をスタート
する４月は，サロンにお誘い
する絶好のチャンスです。
ちょっと気になる方や身近な
方に「サロンへ一緒に行こう
や♪」と声かけしてみてはい
かがでしょう。
新たなご縁があるかもしれ
ませんよ(^_^)
では，４月の活動予定をお
知らせします。

平成26年度（H26年４月～
H27年３月）の活動で，未提出の
報告書はありませんか？
年度をまたいでの助成は行えま
せんので，期限までに必ずご提出
ください。
また，平成27年度の活動予定
が決まり次第，活動実施計画書の
提出をお願いします。

連絡先
三原市社会福祉協議会
三原地域センター
サロン担当：大山 久美子
（福祉活動専門員）
廣中

弥生 ・ 森田

電話
ＦＡＸ

千恵

６３－０５７０
６３－０５９９

H２７(２０１５)年４月号

笑顔満開♪

ダイヤハイツ自治会にあります『ダイヤ楽々サロン』のH26年度サロン
打ち上げにおじゃましました。
こちらのサロンは，H23年度「楽々貯筋クラブ」→H24年度「自主活動グ
ループ」→H25年度「ダイヤ楽々サロン」を立ち上げられ，この日はH26年
度のサロン活動最終回を大盛況で迎えられました。
講師を招いての体操教室からスタートした集いの場ですが，教室終了
後は講師に頼らず地域の自立したサロンを目指し，様々な活動にチャレ
ンジされました。
しかし，参加者も多く，年齢や体力の幅も広いサロン運営はなかなか難
しく，試行錯誤の末，上田里恵先生の「笑ってココロすっきり体操」を中心
に，各種出前講座や地域で特技をお持ちの方々にもご協力いただきなが
ら，気負わない活動を楽しまれています。
また，年数回はご馳走を食べながら，しっかりおしゃべりできる食事会も
右肩上がりに参加者も増え，この
日は４５名の方が参加されました。
にぎやかで楽しい活動になってき
ている反面，男性の参加がほとんど
無いのが悩みの一つだそうです。
打ち上げには町内会長さんと福祉
部長さんの男性２名がご参加くだ
さったので，サロンの楽しさをしっか
りアピールされていました(^_^;)
体を動かすゲームの前に，定番
の準備運動を行いました。
代表者さんがリードしながら，脳ト
レにもなるリズム体操，美味しくい
ただくためのお口のパタカラ体操，
広島弁で指導するラジオ体操を軽
快に行い，これから始まるゲーム
のケガ予防もおこたりません。
楽しみながら自然に体を動かす

「ダイヤ楽々サロン」
ダイヤハイツ自治会

地域
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結成
登録会員数

利用者
男
女

支援者
男
女

1

0

39

4

計

44

準備したお寿
司とお菓子の
他にも，手づく
りゼリーや煮豆
の差し入れが
あり，豪華な打
ち上げとなりま

とにかくテンポ良く活動が進行す
るので，ワクワク・ハラハラ・ドキ
ドキしている間に「さぁ，いつもの
一本締めでH26年度を終わりましょ
う！」のかけ声が。
サロンの終わりは「一本締め」が
お決まりで，みなさんパチンと手拍
子がそろいます。
なんて気持ち良い！！
笑顔と笑い声が絶えない楽しい２
時間でしたが，地域の方々がつな
がっていると実感できる貴重な時間
でもありました。
高齢化に伴い，様々な不安や戸惑
いを抱えながらも，地域づくり，仲
間づくり，健康づくりに対する意識
の高さを感じられる活気あるサロン

のリニ町
演ク カ内
奏エ演会
にス奏長
も トはさ
快や プ ん
く 時ロの
対間級 ハ
応調！ ー
く整 モ

今年度は毎回約40名の参加者でにぎわう
大盛況のサロンですが，立ち上げた当初は，
参加人数やみなさんの反応に，スタッフは一
喜一憂する日々だったとか。
運動指導士や高齢者相談センターなどの専
門職の力を活用しながら，肩の力を抜いた活
動を心がけることで，スタッフも参加者も気
軽に自然体で楽しめるようになったそうです。
おじゃました日の活動も，みなさん反応が
良く，笑い声とテンポ良い掛けあいが，また 社
笑顔を引き出し，仲間とつながる喜びを感じ 協
よ
られる素敵な打ち上げでした。
是非，男性たちにもサロンの楽しさを味
わって頂きたいですね!(^^)!

１チーム８人で風船を後ろに送り，アン
カーの方がうち輪で風船を運び，ゴール
の男性に渡す「風船送りゲーム」を楽し
みました。
単純なゲームですが，アンカーの責任
が大きいので，「あんた若いんじゃけぇ」，
「そうに変わらんがぁ」など，どこに座る
かも競争で「椅子取りゲーム」にもなって
いました(^_^;)

三原市社会福祉協議会 三原地域センター サロンだより

先ほどまでの笑顔は消え，豪華景品を
ゲットすべく，真顔でカードとにらめっこ。
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