４日 （ 月 ） 中之町中地区 白喜久の会
明神 ゆうゆう会
西野梅林 四つ葉会
沼田東 ひよりや『ダイヤサロン』（常設）
５日 （ 火 ） 沼田東 ダイヤ楽々サロン
宗郷 サロン江南
中之町中地区 第２ひまわり会
高坂町 もみじサロン
幸崎久和喜 いきいきサロン久和喜
幸崎渡瀬 いきいきサロン渡瀬
青葉台 寿クラブ
６日 （ 水 ） 中之町 サロンもみじ
深町 あおば会
７日 （ 木 ） 円一 はいからサロン
沼田東町 絵本クラブ「さくら」（子育て）
８日 （ 金 ） 木原 ふれあいサロン木原
新明神 ハッピーサロン
本町川東 福寿会
宮浦２丁目 さわやかサロン
鷺浦町 須ノ上いきいきサロン
９日 （ 土 ） 本町 縁がわサロン『いろは』（常設）
中之町中地区 光谷ひまわり会
１１日 （ 月 ） 八幡町 なかよし会
１２日 （ 火 ） 全域 どろんこＫＩＤＳ（子育て）
糸崎 青葉会
港町 御作事サロン
沼田東町 いきいきサロン七宝
和田 和田元気くらぶ
須波ハイツ 須波さくら会
沼田東町 生田サロン鷹の巣
貝野 貝野若がえりサロン
１３日 （ 水 ） 西野梅林 もみじ会
深町 城山サロン
宮沖２丁目 いきいきサロン新生部
糸崎 カサブランカ
糸崎 糸崎天神サロン
西野 大西むつみ会
１４日 （ 木 ） 中之町中地区 にこにこクラブ（子育て）
中之町 いきいきサロン清水
西町 川西ニコニコクラブ
糸崎 寿ふれあいサロン
田野浦 田野浦清風サロン
幸崎能地 いきいきクラブ行乗
西町 さわやかサロン大黒
１５日 （ 金 ） 中之町上地区 湧水会
本町一丁目 おしゃべりネット
１６日 （ 土 ） 本町 イキイキサロン堀川
旭町 サロン・ヒマワリ仙場
古浜 サロン古浜
宮浦３丁目中 いきいきサロンひまわり
１７日 （ 日 ） 館町 館町花草会サロンさくら
西野 よつば会小西口
１８日 （ 月 ） 西野 小梅会
幸崎能地 わいわいアンテナサロン
１９日 （ 火 ） 中之町中地区 いきいきサロンから川
全域 ひなたぼっこの家
中之町下地区 さくらんぼの会
幸崎能地 わくわくサロン本能地
幸崎能地 楽ラックス平原
須波 すなみあいあいキッズ（子育て）
２０日 （ 水 ） 沼田東町 土筆会
中之町上地区 だっこ（子育て）
糸崎 陽だまりの会
港町 みやじま会
２１日 （ 木 ） 西宮 もみじ会
和田 和田体操クラブ
幸崎能地 ニコニコサロン相川
糸崎 駅西ふれあいサロン
２２日 （ 金 ） 明神 いきいきサロン明神
２３日 （ 土 ） 西宮 小浦いきいきサロン
西宮法常寺 ひまわり会
小坂町川東 いきいき天神会
全域 えがおの会
２５日 （ 月 ） 全域 サロンわかば
第６民生区 梅の里（子育て）
２６日 （ 火 ） 宗郷 宗郷西なごみ会
２７日 （ 水 ） 須波 筆影会
第５民生区 わんわんサロン（子育て）
２９日 （ 金 ） 小坂町 いなむらサロン

健康体操（４日・１１日・１８日・２５日） カラオケ（７日・１４日・２１日・２８日） 新年会（２６日）
グラウンドゴルフ（４日・８日・１１日・１５日・１８日・２２日・２５日・２９日） 清掃活動（１０日・２４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）
カラオケ（２８日）
開所日（月曜日～金曜日・１０：００～１６：００）
「笑ってココロすっきり体操（上田講師）」（５日） 音楽療法講座（山田講師）（１９日）
食事会，体操，脳トレ 他（５日・１９日）
グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６日） おどり（７日・１４日・２１日・２８日）
カラオケ（１０日・１７日・２４日・３１日）
グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６日）
グラウンドゴルフ（５日・８日・１２日・１５日・１９日・２２日・２６日・２９日）
グラウンドゴルフ（５日・１２日・１９日・２６日） 清掃活動（１０日） 健康体操（１４日・２８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）
ミニペタンク（６日・２０日） 公園清掃（９日）
歩こう会（６日） 茶話会（１２日） 食事会，レクリエーション（１３日）
グラウンドゴルフ（６日・８日・１１日・１３日・１５日・１８日・２０日・２２日・２５日・２７日・２９日）
食事会，小旅行（２２日） カラオケ教室（２８日）
ひざ体操，茶話会（７日・２１日） 介護予防体操（１４日・２８日） 出前講座（どりぃむ）（２１日）
絵本の読み語り，親子で読書 他（７日） ４周年行事（２１日）
新年会
新年会（８日） 健康体操，出前講座「いつまでも輝き続けるために」（２２日）
茶話会，カラオケ（８日・１５日・２２日・２９日） 食事会，出前講座，ゲーム（２０日）
新年会
グラウンドゴルフ（８日・２２日） 食事会（１２日） ゲートボール（１４日・２８日）
ウォーキング（１５日）
開所日（９日・１３日・１６日・２０日・２３日・２７日・３０日）
囲碁，将棋，折り紙（９日・２３日） 茶話会，手芸（１５日） 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）
茶話会，健康体操，ゲーム（１１日） 新年会（２５日） なかよし会（食事会，折り紙 他）（２６日）
茶話会，畑作業（１２日・２６日）
健康体操，認知症予防運動（１２日） 食事会，健康体操，カルタ遊び（２６日）
廃品回収（１２日・２６日） 食事会 他（１４日） ハワイアン（２１日） 新年会（２８日）
新年会（食事会，ゲーム）
出前講座（医師会），ストレッチ体操，ワッハッハ，三原市歌
新年会，レクリエーション（社協）
体操，茶話会（１２日） 体操，新年会（２６日）
体操，新年会（１２日） 体操，出前講座「心の健康講座」（２６日）
食事会，おしゃべりタイム，ナツメロ合唱 他
食事会（１３日） ターゲットバードゴルフ（１７日） ウォーキング（１９日）
新年会
みんなで祝おう♪第２回誕生日会
健康体操 他（１３日・２２日）
新年会
出前講座「食育講座」，自由遊び，歌
茶話会（１４日） 食事会（２１日）
健康体操（１４日・２８日） 音楽療法講座（山田講師）（１８日）
食事会，出前講座（三恵苑），ぬり絵（カレンダー作り）
体操，新年会（１４日） 体操，ゲーム大会（２８日）
新年会（１４日） 健康体操，レクリエーション（２１日・２８日）
茶話会，出前講座「マイナンバー制度について」（１４日） けん玉（２６日）
手芸講座
ヨ－ガ教室（１５日・２９日）
新年会，カラオケ
茶話会，手芸
茶話会（１６日） カラオケの集い（１９日）
茶話会，出前講座「冬場の健康づくり講座（医師会）」，ゲーム，囲碁
新年会（賀茂川荘）
出前講座「認知症予防と介護保健制度について（医師会）」，体操，輪投げ，カラオケ
茶話会，出前講座「よくかんで楽しい人生を」（１８日） 食事会（２５日）
出前講座（三恵苑），食事会，健康体操 他
出前講座「腹話術」，茶話会（ぜんざい），公式輪投げ
新年会，ボール体操，麻雀 他
食事会，ちくし浮城会の琴演奏と紙芝居，健康体操，なぞなぞ遊び 他
食事会
食事会，健康体操
お正月遊び（凧あげ），絵本の読み聞かせ，おやつ
食事会
節分（鬼のお面作り），自由遊び，おやつ
コーラス，茶話会
交流会，ゲーム
友愛訪問
茶話会，健康体操（２１日・２８日）
食事会
出前講座「高齢者のための健康づくり」，茶話会
茶話会（２２日） 新年会，食事会，誕生会（２４日）
音楽療法講座（吉岡講師），茶話会
出前講座「生活安全と交通安全」，茶話会
食事会，健康体操，レクリエーション
食事会，歌 他
料理教室，音楽療法講座（吉岡講師）
自由遊び，節分，豆まき
出前講座「介護保健制度について（医師会）」，食事会，レクリエーション
食事会，新年顔合わせ
自由遊び，絵本の読み語り
新年会（食事会，レクリエーション）
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安心して楽しく活動いただくため
の情報提供を目的に，この度，次の
とおり地域子育て支援サロン支援者
研修会を開催いたします。
お誘い合わせの上，ぜひご参加く
ださい。
●日時 ： 平成28年１月29日（金）
10：00 ～ 11：30
●会場 ： サン・シープラザ ４階
第１研修室
●内容 ： ✻ サロン活動を安心安全に
行うための豆知識
✻ 社協事務連絡

※ 詳細は，今月の封筒にご案内
を同封しておりますので，
ご確認ください。

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 千恵
電話
６３－０５７０
ＦＡＸ ６３－０５９９
H２８（２０１６）年１月号

平成２７年度

ふれあい･いきいきサロン研修会
平成２７年１２月１０日（木）ふれあい･いきいきサロン研修会を開催しました。
５４名の方にご参加いただき，ありがとうございました。
今回は講師に広島県社会福祉協議会 事業部長 上田 正之 様をお招きし『うん！サロンっ
てやっぱり大事だね♪サロンの魅力，再発見』と題し研修会を行いました。
広島県の総人口は平成10年のピーク時から約40万人減少にあ
り，支える側の人口も28％減少。その一方で，老年人口は増
加しており大きな問題となっています。（少子高齢化）
介護保険の改正，社会保障費の不足により10年後には約43万
人が介護難民となると予想されています。
その為の対策が急がれ，住み慣れた地域で気心の知れた関係
の中で『サービス』ではなく『福祉の思い』を持った『サロ
ン』などの活動が大変重要となってきています。
回答：参加者５４人

問．自分の思い通りになるとして
皆さんはどこで天寿を全うしたいですか？

身内の
ところ

施設

3 4

１．施設・病院
２．わが家
３．身内のところ

わが家
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問.どんな人に囲まれて暮らしたいですか？

テーブル毎に
話をしてもら
いました

問.今のサロン，どんなサロン？
●こんなとこが楽しい！

情報が得られる・準備すること
生活の一部・｢楽しかった｣という声

●ここがちょっと…
・固定化・後継ぎ
⇒ たまには下の年代も参加出来る仕掛けをする。
・毎週の開催がキツイ
⇒ 手分けをする。

・あいさつ ・楽しい話
・話しやすい
・優しい
・声が大きい ・趣味が合う
・同世代
・遠慮がない ・秘密を守れる
・気位が高くない ・気軽に聞いてくれる
・悩みを聞いてくれる

今回は参加者の皆さんに交流を深めていただく為，
受付にて座席クジを準備しました。最初はお連れの
方と離れて座る事に不安の声もありましたが，さす
が参加者の皆さん！グループでの意見交換も活発に
行われていました。
講演の中で「地域…場所の意味ではなく，人と人と
の繋がり・コミュニティ，営み・会話がある事」と
の言葉が印象的でした。すごい支えでなくていい，
ちょっとした支え合いで，ちょっといい気持ちにな
れる集まり，そんな関係をつくるのがサロン。そん
なサロンづくりを目指して引き続き社協は
応援していきます！

三原市社会福祉協議会 三原地域センター サロンだより

H２８（2016）年１月号

