１日 （ 金 ） 中之町 サロンもみじ
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
木原 ふれあいサロン木原

歩こう会（１日） 茶話会（１２日） お花見，レクリエーション(１３日）
グラウンドゴルフ（１日・８日・１２日・１５日・１９日・２２日・２６日・２９日） 大会（１２日・２６日）
ウオーキング（1日・１５日） ゲートボール（１４日・２８日） グラウンドゴルフ（８日・２２日）
お楽しみ会
グラウンドゴルフ（１日・４日・６日・８日・１１日・１３日・１５日・１８日・２０日・２２日・２５日・２７日
深町 あおば会
・２９日） カラオケ教室（１４日） 小旅行，食事会（２０日）
食事会（１日） 囲碁，折り紙（９日・２３日） 手芸，茶話会（１５日）
中之町中地区 光谷ひまわり会
スポーツサロン，ビデオ鑑賞（１６日） ボランティア交流会（２６日）
宮浦 手まり
食事会，健康チェック 他
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）
本町一丁目 おしゃべりネット
ヨ－ガ教室（１日・１５日） 高架下の草取り（１１日） ホウ酸団子づくり（２０日）
小坂町 いなむらサロン
食事会，転倒予防講座 他
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）
明神 ゆうゆう会
茶話会，清掃活動（１０日・２４日）
公園清掃（２日） グラウンドゴルフ（５日・７日・１２日・１４日・１９日・２１日・２６日・２８日）
２日 （ 土 ） 青葉台 寿クラブ
ミニペタンク（６日・２０日）
３日 （ 日 ） 中之町中地区 第２ひまわり会
カラオケ教室（３日・１０日・１７日・２４日・３１日） グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６日）
深町 城山サロン
ターゲットバードゴルフ（３日） 深町城山登山（１２日） 食事会（１３日）
４日 （ 月 ） 中之町中地区 白喜久の会
健康体操（４日・１１日・１８日・２５日） カラオケ（７日・１４日・２１日・２８日） 日帰り旅行（２６日）
太極拳（４日・１１日・１８日・２５日） リズム体操（５日・１９日） 趣味活動（１２日・２６日）
西野梅林 四つ葉会
カラオケ（２８日）
５日 （ 火 ） 高坂町 もみじサロン
グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６日）
宗郷 サロン江南
食事会，脳トレ 他（５日・１９日）
沼田東 ダイヤ楽々サロン
茶話会，H27年度サロン立ち上げ（５日） 笑ってココロすっきり体操（上田講師）（１９日）
グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６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（１４日・２８日）
７日 （ 木 ） 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（７日・１４日） 室内ゲートボール大会（２１日）
和田 和田体操クラブ
茶話会，健康体操（７日・１４日・２１日・２８日） 出前講座「うまい話にご用心！」（２１日）
幸崎能地 ニコニコサロン相川
手芸（７日） 食事会（２１日）
沼田東町 絵本クラブ「さくら」（子育て） 絵本の読み語り，親子で読書 他（７日・２１日）
８日 （ 金 ） 宮浦２丁目 さわやかサロン
音楽療法講座，食事会 他
新明神 ハッピーサロン
体操，出前講座「うまい話にご用心！」（８日） 体操，ゲーム大会（２２日）
本町川東 福寿会
茶話会，カラオケ（８日・１５日・２２日・２９日） 食事会，出前講座，健康体操（１３日）
９日 （ 土 ） 旭町 サロン・ヒマワリ仙場
茶話会，手芸
本町 縁がわサロン『いろは』（常設）
開所日（9日・13日・16日・20日・23日・27日・30日） 『カラオケ』（16日） 『絵手紙教室』（27日）
１０日 （ 日 ） 宮沖５丁目 新生サロン
健康講座 他
１１日 （ 月 ） 糸崎 寿ふれあいサロン
ホウ酸団子作り，食事会
西町 川西ニコニコクラブ
親睦会，音楽療法講座（山田講師）
八幡町 なかよし会
グラウンドゴルフ（１１日・２５日）
西野 小梅会
茶話会（１１日） 食事会（２５日）
１２日 （ 火 ） 幸崎能地 わくわくサロン本能地
食事会 他
沼田東町 生田サロン鷹の巣
健康体操，今後のサロン活動について（１２日） 茶話会，健康体操（２６日）
和田 和田元気くらぶ
ゴキブリ団子作り，ストレッチ体操，三原市歌 他
港町 御作事サロン
廃品回収（１２日・２６日） ふじ見学（１４日） グラウンドゴルフ（２８日）
須波ハイツ 須波さくら会
ゴキブリ団子作り，フラダンス
沼田東町 いきいきサロン七宝
出前講座「健康づくり講座（大空）」
全域 どろんこＫＩＤＳ（子育て）
茶話会，畑作業（１２日） 収穫祭（調理実習）（２６日）
糸崎 カサブランカ
食事会 他
１３日 （ 水 ） 西野梅林 もみじ会
サロン創立１５周年記念大会
糸崎 糸崎天神サロン
健康体操，茶話会（１３日・１６日・２２日）
沼田東町 土筆会
食事会 他
新倉 新倉いきいきサロン
出前講座「認知症について（高齢者福祉課）」（１３日） 食事会，介護予防体操（２３日）
西野 大西むつみ会
食事会 他
１４日 （ 木 ） 中之町 いきいきサロン清水
茶話会（１４日） 食事会，清掃活動（２１日）
西町 さわやかサロン大黒
出前講座「介護予防体操（鮓本講師）」，茶話会
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
田野浦 田野浦清風サロン
健康体操，グラウンドゴルフ（１４日） 健康体操，出前講座「オレオレ詐欺の被害防止」（２８日）
円一 はいからサロン
健康体操 他（１４日・２８日）
１５日 （ 金 ） 中之町上地区 湧水会
手芸講座（１５日） 湧水会（食事会，健康体操，誕生会，コーラスなど）（１７日）
１６日 （ 土 ） 本町 イキイキサロン堀川
食事会，出前講座，脳トレ，歌
明神 いきいきサロン明神
食事会，健康体操（１６日） 日帰り旅行「白竜湖リゾート」（２２日）
宮浦３丁目中 いきいきサロンひまわり 茶話会，音楽療法講座，コーラス 他
頼兼 いきいきサロン頼兼
茶話会，ホウ酸団子作り，合唱
１７日 （ 日 ） 西野 よつば会小西口
茶話会，折り紙，体操，輪投げ
館町 館町草花会サロンさくら
食事会，レクリエーション 他
１８日 （ 月 ） 館町 たいじゅ
食事会，公民館のふすまの修理
１９日 （ 火 ） 全域 ひなたぼっこの家
調理実習，ボール体操 他
須波 すなみあいあいキッズ（子育て）
絵本の読み聞かせ，シャボン玉遊び 他
中之町下地区 さくらんぼの会
食事会，社協のボール体操とレクリエション，三原市広報・町内会だより内容解説 他
幸崎能地 楽ラックス平原
食事会，健康体操 他
古浜 サロン古浜
カラオケの集い
２０日 （ 水 ） 宮沖２丁目 いきいきサロン新生部
出前講座「うまい話にご用心！」
糸崎 陽だまりの会
コーラス
中之町上地区 だっこ（子育て）
ポコア・ポコによる合奏，自由遊び，読み聞かせ，歌 他
幸崎能地 わいわいアンテナサロン
食事会，健康体操，出前講座 他
宮沖３丁目 ふれあい会
音楽療法講座，茶話会
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
西宮 小浦いきいきサロン
出前講座「認知症予防講座（医師会）」，食事会
２１日 （ 木 ） 糸崎 駅西ふれあいサロン
出前講座「認知症予防講座」，茶話会
西宮 もみじ会
友愛訪問
２３日 （ 土 ） 全域 えがおの会
食事会，歌
中之町中地区 いきいきサロンから川
コッパーズと交流会
２５日 （ 月 ) 全域 サロンわかば
日帰り旅行
鷺浦町 向田ゆうあいサロン
食事会，レクリエーション 他
第６民生区 梅の里（子育て）
自由遊び，歌，おやつ 他
２７日 （ 水 ） 須波 筆影会
食事会，脳トレ
第５民生区 わんわんサロン（子育て）
親子のスキンシップ遊び，自由遊び 他
３０日 （ 土 ） 西野 西野小西
出前講座「介護保険制度のしくみ」，食事会，おしゃべり会
３１日 （ 日 ） 沼田東町 自由ヶ丘わかば会
食事会，グラウンドゴルフ
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若葉のあざやかな季節，
いかがおすごしでしょうか。
H27年度がスタートし，
早いもので一ヶ月が過ぎま
した。
この時期は「サロンに新
人さんが入ったんよ♪」と
か「今年は野外活動に挑戦
してみるつもり！」など，
前向きな報告が多いですが，
不安や戸惑いの声も聞かれ
ます。
社協では，皆さんの活動
を支援していますので，一
人で悩まず，お気軽にお声
掛けくださいね(^_^)
また，今月は研修会や講
師料の申請手続きについて
のご案内を同封しておりま
すので，ご確認ください。
では，５月の活動予定を
お知らせします。

サロンの運営を円滑に進めていた
だくために，次の予定で，研修会を
開催します。
ご多忙の折とは存じますが，ぜひ
ご参加ください。
【日時】 平成２７年５月２７日（水）
１０：００ ～ １１：３０
【会場】 サン・シープラザ ４階
第１研修室
【内容】
✻食事会の時には気をつけよう！
～食中毒予防と低栄養予防～
✻サロン活動について
（目的・事務手続き・遊具貸出し等
の紹介）

※ご案内は同封しております。

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５月号

いよいよ平成27年度がスタートしました！
春は，出会いと別れの季節と言いますが，三原市社会福祉協議会でも組織
編制や人事異動があり，サロン事業にたずさわる地域福祉課が新体制となり
ました。そこで，地域福祉課・三原地域センター職員１１名を紹介します。

サロン活動の取り組みにご尽力
いただき，ありがとうございます。
安心して暮らせる地域づくりを皆
様とご一緒に進めてまいりますの
で，よろしくお願いいたします。

☆サロン活動 担当

福祉活動専門主事

サロンコーディネーター

福祉活動専門員

サロンコーディネーター

やすらぎ支援事業 担当

生活支援コーディネーター

三原市ボランティア・市民活動サポートセンター

ボランティアコーディネーター

ボランティアコーディネーター

民生委員・児童委員連合協議会事務局
担当

今年度も，
よろしく
お願いします♪
ボランティアコーディネーター
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