
出典：地域包括支援センターだより №４及び５　　

新篠津にある『通いの場』は別紙をごらん下さい！

あなたの居場所みつけませんか？ 『通いの場』

①仲間づくり
｢話し相手がいない…｣｢家族ともあまり話さない…｣

そんな話をよく聞きます。

通いの場では、いろんな人と交流ができます。

②居場所づくり
通いの場は、ありのままで好きなことを行う｢活躍の場｣！

地域に居場所があることが、幸せなくらしには大切です。

③生きがいづくり
はり合いがなく意欲がなくなった人も、

仲間との交流でやくわりをえることができます。

くらしのそばに｢生きがい｣があるのは嬉しいことです。

④支え合いのしくみづくり
人とのつながりで、支え合いの関係ができます。

介護が必要になっても、自分らしく暮らせるしくみが

できるのです。

『通いの場』のやくわり

地域づくり

①生きがい・社会参加

家でジッとしているのとは大違い！

仲間と一緒に、たのしく身体を動かしましょう！

自分が主役となる居場所をつくります。

｢皆がまっている｣そんな気持ちが生きがいとなり、

社会参加の意欲をたかめます。

会食や健康相談などがきっかけとなり、

自分の健康や栄養について考える習慣がつきます。

人と会って、話し、笑い、歌い、楽しい時間を

すごすことは、ほどよい刺激や生活のハリになります。

幸せな生活には、どれだけの｢居場所｣があるかが重要です。

でかけて、お互いに元気を分け合いましょう！

①『サロン』ってなあに？

サロンとは、身近な場所で気軽にあつまり、

お茶や食事・ゲームなどを通して、楽しみな

がら仲間づくりができる集まりのことです！

②村に『サロン』はあるの？

現在、第１・第５・中央の３つの自治区で

サロン活動がおこなわれています！

②むりなく身体を動かせる

③ほどよい刺激

④健康的になる

⑤閉じこもらない

『通いの場』に でかけてみよう！
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取材にご協力頂きました皆様には、

お時間をさいて頂き、誠にありがとうございました。

紙面の都合上、全て掲載できない事をお詫びします。

年間を通して、皆で百歳体操をしています。

ビデオをみながらなので、誰でも無理なく、

筋肉をつける事ができます。

参加者： 60～80代

日 時： 毎週火曜 13:30～14:30

場 所： 自治センター ２階

参加者数： 10～15名

教育委員会主催で、教養講座・映画鑑賞・

パークゴルフ・視察研修などを行っています。

申込みなしで参加できます。

送迎のバスも運行しています！

日 程： ４～３月 全７回

場 所： 自治センター・B＆G体育館など

参加者数： 50～60名

個人では、施設のお手伝いをしたり、

グループでは、地域のサロン・茶話会のお手

伝いなどをしています。

団体によって活動は違います。

個人会員： 16名 40～80代位

グループ団体： 11団体

ボラ活動保険： 年170～400円位

お喋りしたり、レクリエーション・会食をします。

８月・１月には、子供達との交流もあります。

対象者： 第１自治区に住む80歳以上の方

日 時： 月１回(水曜日) 10:30～14:30

場 所： コミュニティプラザ第一

参加者数： 10～15名

お喋りしたり、レクリエーション・会食をします。

対象者： 第5自治区に住む80歳以上の方

日 時： 月１回(火曜日) 10:30～14:30

場 所： 第5地区ふれあいセンター

参加者数： 10名位

中央自治区主催の「ふれあい交流・見守り活動｣です。

介護予防につながるレクリエーション・会食を行います。

対象者： 中央自治区に住む80歳以上の方

日 時： ４月・６月・９月・11月 10:00～15:00

場 所： 保健センター

参加者数： 30～40名

例会(月１回)、旅行・パークゴルフ大会などを行います。

・第１長生クラブ 老人クラブ連合会会員は

・第２好悠会 現在 242名

・第３老人クラブ

・第４老人クラブ 年会費は2000円

・第５楽友会 (内1000円は、連合会会費)

・中央老人クラブ

５～10月の活動で、大会が年４回あります。

初心者研修会があり、初めての方も安心して参加できます！

会 員： 100名 60代～90代

日 時： 第２・４火曜日 8:00～11:30

場 所： ふれあい公園パークゴルフ場

会 費： 年1500円

参加者数： 30名位

小物・服など、作りたい物を作ります。

編み物をする事もあります。

日 時： 月１回 9:00～17:00位

(午前・午後のみの参加可)

場 所： ふらわ(中央)

会 費： 月300円

参加者数： ６名位

定例会で持ち寄った句を選句します。

忘年会・新年会・総会があります。

鉛筆と歳時記で頭の体操ができます！

日 時： 第２月曜日

９:00～11:30

場 所： 自治センター

会 費： 年3000円

参加者数： ７～８名

地域の仲間と…

身体を動かしたい…

すこやかクリニック前の花壇・46線の

道路脇にチューリップを植えています。

視察研修・総会があります。

お花好きの方はお勧めです！

会 員： 10名位

活動回数： ６～12月に５～６回

会 費： 年1000円

文化祭・青空まつり・商工会まつりに出演、

大会に出場します。

腹式呼吸は健康にもつながります！

会 員： 21名 小学生～90代

日 時： 月３回 (１・８月は月２回)

場 所： 自治センター・先生の自宅・大麻

しゅみ・その他…

洋裁サークル 民謡・三絃教室 (白河軍映会)

ふれあい学園俳句会

しんしのつ花くらぶ ボランティア (個人・グループ)

老人クラブ

ゆうあいの会 (中央)

世代交流｢和｣ (第１)

生き生き楽友 (第５)

いきいきクラブ

パークゴルフ協会

ビデオをみながら運動し、おしゃべりも楽しみの一つです！

花を見て歩こう会・新年会・総会もあります。

会 員： 56名 70～80代

日 時： 隔週月曜日(月2回) 9:30～11:30

場 所： 保健センター

会 費： 年600円

参加者数： 夏…20名位 冬…30名位

こつこつサークル

ゆったりとした動きで、全身運動ができます！

高齢になっても続けられます。

日 時： 毎週木曜 ①16:00～17:30

②18:00～19:30

場 所： B＆G体育館

参加者数： 4～8名位

フラダンス(マウラニ・マウラニエル
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取材にご協力頂きました皆様には、

お時間をさいて頂き、誠にありがとうございました。

紙面の都合上、全て掲載できない事をお詫びします。

インストラクターによる緩やかな筋トレ・ストレッチ・

ウォーキングなど、どなたでも楽しくできる内容です！

期 間： 10～3月 全15回

場 所： 自治センター

参加者数： 15～20名

参加費： 無料

岩見沢の文化祭・郷土芸術祭に出演、大会に出場します。

子供～高齢者まで幅広い世代で和気あいあいと活動中！

見学自由です。

会 員： ９名 ５歳～80代

日 時： 毎週金曜日 19:00～21:00

場 所： 自治センター

JA女性部に入っていない方も参加できます。

飲み物持参です！

日 時： 月２回 午後に２時間位

場 所： たっぷの湯 カラオケルーム

参加者数： ７～８名

しゅみ・おけいこ 冬だけの教室 (教育委員会主催)

慰霊祭・演奏会・郷土芸術祭に出演、大会に出場します。

仲間とのおしゃべりも楽しみの一つ！見学自由です。

会 員： ８名 60～80代

日 時： 第１・３金曜日 13:00～15:00

場 所： 自治センター

例会(５回)・撮影旅行(２回)・忘年会を行います！

文化祭・石狩管内の郷土芸術祭へ出展したり、

自治センター・農協で展示しています。

デジカメ・携帯電話があれば入会できます！

会 員： 13名 50～80代

会 費： 年4000円

現在、村での活動はありません。

会員が２～３名ふえたら、村内での活動ができます！

郷土芸術祭・岩見沢神社祭・大会(春・秋)に出演します。

お腹から声をだすことは、健康にもつながります！

民 謡 (涛新会)

大正琴 (あやめ会)

写真同好会

詩吟同好会

つくし会 カラオケ部

健康づくりスポーツ教室

情報を交換したり、それぞれで勉強し育てています。

文化祭に出展します！

会 員： ６名

会 費： 年1000円

菊花同好会

年3回(春・夏・秋)大会をひらいています。

入会していなくても参加できます。

囲碁は頭の体操にもなります！

会 員： 20名位

囲碁同好会

情報を交換したり、それぞれで勉強し育てています。

文化祭・石狩管内の郷土芸術祭に出展します！

会 員： ６名位

銘石銘木同好会

文化祭・石狩管内の郷土芸術際に出展しています！

道具は先生が用意してくれます。見学自由です！

会 員： 20名

日 時： 第１・３水曜日 13:00～15:00

場 所： 自治センター

絵画絵手紙サークル

老人クラブ行事やデイサービスでも踊りを披露します！

郷土芸術祭に出演します。初めてでも大丈夫です！

会 員： 10名位 40～80代

日 時： 月３回(おもに土曜) 13:00～17:00

場 所： 自治センター

日本舞踊 (志賀城会)

この他にも、様々な冬だけの教室があります。

お問い合わせください。

新篠津には たくさんの｢通いの場｣があり、

参加者を 募集しています！

新しい場所へ でかけてみては いかがですか？
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新篠津福祉園 主催

介護・介護予防に関する耳よりな情報をえる事ができます。

介護中の方だけでなく、｢これからの参考したい…｣｢興味がある…｣など、

どなたでも参加する事ができます。

ポイントカードをためるとプレゼントが貰えます！

日 時： １・３・５・７・９・11月 ２ヶ月に１回

第４土曜日 10:00～11:00 防災無線で おしらせしています

場 所： 福祉園会議室

参加者数： 16～17名位

介護教室

カラオケ以外に、曜日の違うデイ仲間とあえる事やおしゃべりも魅力となっています。

｢歌はうたえない…｣そんな方でも、きがねなく参加する事ができます。

デイを利用していない方も、どなたでも参加できます！

移動手段がない方は、一度ご相談ください。

日 時： ２・４・６・８・10・12月 ２ヶ月に１回

日曜日 9:30～12:00 防災無線で おしらせしています

場 所： 新篠津デイサービスセンター

参加者数： 30名位

カラオケ健康交流会
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