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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…｣

そんな話を聞く事があります。

通いの場では、様々な人達と交流ができます。

②居場所づくり
通いの場は、一人ひとりがありのままでいられ、

好きな事を行う｢活躍の場｣！

住み慣れた地域に居場所がある事が、健康で幸せな暮らしには

なにより大切です。

③生きがいづくり
生活の張り合いがなく、意欲を失いがちな人も、

仲間とふれあうなかで役割を得る事ができます。

暮らしのそばに｢生きがい｣がある事は嬉しい事です。

④支え合いの仕組みづくり
人と人とのつながりができ、支え合いの関係ができていきます。

支援や介護が必要になっても、地域の中で自分らしく暮らし続け

られる仕組みが作られるのです。

『通いの場』の機能

地域づくり

『通いの場』の効果
①楽しさ・生きがい・社会参加

②無理なく身体を動かせる

③適度な刺激

④健康増進

⑤閉じこもらない
出掛けるのと家でジッとしているのとでは大違い！

仲間と一緒に、無理なく楽しく身体を動かしましょう！

一人ひとりが主役となり、自分の居場所を作ります。

｢皆が私を待っている｣そんな気持ちが生きがいを生み、

社会参加の意欲を高めます。

会食や健康相談などがきっかけとなり、自分の健康管理や栄養に

ついて意識する習慣がつきます。

人と会って、話し、笑い、歌い、ゲームをし、楽しい時間を

過ごす事は、適度な刺激や生活のハリになります。

幸せな生活の為には、家の中だけではなく、住んでいる地域に

どれだけの｢居場所｣があるかが重要です。

外に出て、人と会って、お互いに元気を分け合いましょう！

新篠津にある『通いの場』については裏面をご覧下さい！

①最近よく聞く『サロン』ってなあに？

サロンとは、地域の身近な場所で気軽に集い、

お茶や食事・ゲームなどの活動を通して、

楽しみながら仲間づくりや居場所づくりができる

集まりの事です！

②新篠津に『サロン』はあるの？

現在、第１自治区・第５自治区・中央自治区の

３つの自治区でサロン活動が行われています！



ゲートボール同好会
夏・冬、年間通して活動しています。

頭の体操もでき、ベンチがあるので無理なく

身体を動かす事ができます！

参加者： 70～90代

日 時： 毎週火・金曜 9:00～15:00

場 所： コミュニティプラザ第一(夏)

Ｂ＆Ｇ体育館(冬)

参加者数： 10～15名

ふれあい学園
教育委員会が主催で、教養講座・映画鑑賞・ダン

ス・パークゴルフ・視察研修などを行っています。

老人クラブに入っていない方も、申込みなしで参加

できます。行き帰りのバスも運行しています！

日 時： 今年度は、６/14 8/1 9/6 10/13

11/28 3/6 10:00～

場 所： 自治センター・B＆G体育館など

参加者数： 50～60名

こつこつサークル
ビデオを見ながら運動を行う自主サークルです。

運動の合間のおしゃべりも楽しみの一つとなっています！

花を見て歩こう会・新年会・総会もあります。

会 員： 56名 70～80代の方

はつらつクラブを卒業された方

口コミで参加される方が多い。

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

ボランティア (個人・グループ)
個人ボランティアは、登録制で福祉施設のお手伝い

などを行います。

グループボランティアは、地域のサロンの昼食作

り・茶話会のお手伝いなどを行い、個々の団体に

よって活動内容は異なります。

個人ボランティア会員： 16名 40～80代位

グループボランティア団体数： 11団体

ボランティア活動保険： 年170～400円位

世代交流｢和｣ (第１)
皆でお喋りしたり、レクリエーション・会食

を行います。８月と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

生き生き楽友 (第５)
皆でお喋りをしたり、レクリエーション・会食

を行います。

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

ゆうあいの会 (中央)
中央自治区が行っている「ふれあい交流・見守り活動｣です。

｢楽しく集い・楽しく会食し・楽しくふれあう｣をテーマに、

世界平和を願い千羽鶴の作成・脳の活性化や介護予防につながる

レクリエーション・会食などを行います。

対象者： 中央自治区に住む80歳以上の方

日 時： 今年度は、6/21 9/27 11/21 10:00～15:00

場 所： 保健センター

参加者数： 30～40名

老人クラブ
例会(月１回)の他、旅行・パークゴルフ大会など様々な活動を

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

パークゴルフ協会
５～10月の活動で、年度途中からの参加もできます。

春・夏・秋季大会、村長杯などの大会が年４回あります。

7/1に｢愛好者初心者研修会(誰でも参加可)｣があり、初

めての方も安心して参加できます！

会 員： 100名 60代後半～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

洋裁サークル
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

俳句の会
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。

鉛筆と歳時記だけ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…

趣味・その他…

しんしのつ花くらぶ
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。

お花が好きな方にはお勧めです！

会 員： 10名位

活動回数： ６～12月の間に５～６回程

会 費： 年1000円

シニアダンス
テープに合わせて踊る簡単なダンスです。

運動の要素が強いので初めてでも大丈夫です！

お楽しみ会(年２回)があり、青空まつりにも参

加します。

会 員： 60名位

日 時： 月２回 10:00～15:00

場 所： 自治センター

会 費： 年500円

参加者数： 30名位

民謡・三味線 (津軽民謡・三絃教室)
お稽古の他、大会・村の文化祭・青空まつ

り・商工会まつりなどに出演します。

腹式呼吸が身につき、口腔機能・心肺機能の

向上にもつながります！

会 員： 21名(村外の方も含め)

小学生～90代位

日 時： 月３回 (１・８月は月２回)

場 所： 自治センター・先生のご自宅

大麻など

取材にご協力頂きました皆様には、貴重な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、全てを掲載できない事をお詫びします。

また、取材に協力して頂ける団体がありましたら、地域包括までご連絡頂けると幸いです。

65歳以上の総合相談所 新篠津村地域包括支援センター ５８－３３６３

この他にも、ふれあい塾・健康スポーツ教室・絵手紙・写真

囲碁・生け花・民謡など様々な活動や団体があります。

新篠津には、沢山の｢通いの場｣があり、

多くの団体が参加者を募集しています！

これを機に新しい場所へ出掛けてみてはいかかでしょうか？
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