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よりあい＊ええげえし

東日本大震災により被災された全ての皆さまの安心安全と復興を心よりお祈り申し上げます。
折り紙や、ふんわ
りパステル画の体
験コーナーは小学
生や小さい子たち
に人気でした。

福祉であいの広場2016

ご参加をお待ちしています！！

お知らせ

元気印サロン ～年末恒例です！～

晴天 に恵まれ た 月６
日 （日 ）、 参加 団体 の

え え げえ し ブ ー
ス は 、マ イ ケ ア
プ ラ ンマ ッ プ 作
り ・ パソ コ ン で
名 刺 づく り 等 で
賑わいました。

活動アピールで幕開け！

ご来場ありがとうございました ！
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参加費：いずれも５００円

元気印サロン ～腹式呼吸でゆったりと～

おそばでおしゃべり

健康吹き矢

日時：１２月５日(月)１０：００～１３：３０
場所：入西地域交流センター・食品工房
定員：２５名(先着順)
持ち物：エプロン、三角巾、上履き
♪今年もそば打ちに挑戦！食べるの専門で
もOK。薫り高いそばで一年の締めくくり！

日時：１１月２８日(月)１０：００～１２：００
場所：坂戸市オルモ(２階 )情報研修室
定員：３０名(先着順)
♪誰でも簡単にできる健康吹き矢。
マトに向かって集中！
ええげえし流で楽しく、そして交流も。
新しい年を寿ぎましょう

冊子『マイライフプランの玉手箱』も活用して

お茶 でおし ゃべ り 「初釜」

マイケアプラン「地域を知ろう！」
日時：１月２３日(月)１０：００～１２：００
場所：ルミネンスやはた105号室(活動拠点)
定員：２０名(先着順)

日時：１月９日(月)１０：００～１２：００
場所：ルミネンスやはた105号室(活動拠点)
定員：２０名(先着順)

♪自分らしい暮らしの継続のためのマイケア
プラン。私にとって大切なことは？そのため
に必要なことは？みんなで考えましょう。

♪年明けのよりあいの会は、抹茶と和菓子
を味わいながら「初釜」でスタート。
初めての方も、お馴染みの方も是非どうぞ！！

問い合わせ先 ０４９－２８２－３８３６
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メール yoriai@lapis.plala.or.jp

夏休 み明 けの ９
／ ５は 「お茶 でお
しゃべり 。｣お点前
の 後、 みんな で輪
に なっ て、楽 しい
お しゃ べりで 笑顔
が一杯。
午後には、坂戸中学校ふれ
あい授業に向けて、地域の
方々と大打ち合わせ会！
９／ は、
お楽 しみ 工
房「折り紙」
を、９／ に
は、作って食
べよう「 た
らし焼き」。
どちらも楽し
く、美味しく
できあがり！
／ にパ
ソコンサロン、
／ はふん
わりパステル画。
坂戸中学校ふれあ
い授業のリハーサル
や準備も兼ねて、い
つにも増して、楽し
く交流しました。

９月・10月の「よりあいの会」あれこれ
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月 日 金( は) お｢ 茶でおしゃべり ｣｢
伝承食・た
ら し 焼き ｣｢
お 楽 しみ 工 房・ 折 り紙 ｣｢
パ ソ コン サ
ロン で｣ふれあい、交 流しました。１ 階武道場・
２ 階 調 理室 ・ ３階 図 書 室・ ４ 階 コン ピ ュ ータ ー
室の各会場が「よりあいの会」になりました。

伝承食
「たらし焼き」

28

武道場の壁一杯
に５クラスの虹
がつながって、
大きな学年の虹
ができました。
月 日 金
( は) 各クラ スで 、３色 の
パス テル を使 って虹 を描 きま した 。
その 後、 武道 場に全 員集 合。 半年 後
に卒 業し てい く３年 生に 向け て、 マ
イケ アプ ラン の学び 合い を通 じて 、
未来へのメッセージを伝えました。
10

ふんわりパステル画

コミュニケーション・
日本の伝統文化・自
己理解と他者理解を
コンセプトに、中学
２日目
３年生179名と地域
10月28日(金)５～６時限
どのクラスもふんわりパス の方々延べ92名が、
テル画「虹を描く」を体験。 未来に向けて、ふれ
地域の方40名と一緒に。 あい交流しました。
ワードで自己紹介カード作り

お茶でおしゃべり
１日目
10月14日(金)５～６時限
お楽しみ工房「折り紙」 クラスごとに、二つの体験
をしました。地域の方52名
パソコンサロン とふれあい交流しました。

14

福祉について考えよう～地域の方々とのふれあいを通じて～

10

2016年度 坂戸中学校３年生 総合的な学習の時間
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10月14日と28日（5～6時限目） 中学３年生と よりあいの会で交流

月 日 月
( ・
)
日 月( の)二日間、
坂 戸市 文 化施 設オ
ル モに て 、マ イケ
アプランワークショッ
プ 講座 を おこ ない
ました。
全国 マ イケ アプ
ラ ン・ ネ ット ワー
ク 代表 島 村八 重子
氏 と、 運 営委 員の
島 村沙 祐 里氏 、橋
本 あや 子 氏を 講師
に 、自 分 らし い暮
ら しや 生 き方 を自
分 で考 え 、責 任を
持 って 暮 らし を組
み 立て て いく 方法
を学 び合いました。

《参加者アンケートより》
▼ 全くの初対面の人と一緒だった
が楽しく過ごせた。（男性・ 代）

｢自分を知ろう・地域を知
ろう｣のグループワークで
様々な気づき、アイディ
アが出ました。

70

▼ ケアプランを立てる前にやるべ
き事が明確になりました。（女性・
代）
▼ 自分の中にあるものと、気にな

ることを皆と共有できた事が良かっ
たと思います。（ 代）

60

▼自 分を 含め 、参 加者 が皆 、楽
しそ うに 、熱 心に 勉強 され てい
た。（男性・ 代）
▼ いろいろな意見がとび出し、自
分では考えられないアイディアが
あり、とても参考になった。ワー
クショップは苦手ですが、楽しい
二時間でした。（女性・ 代）
▼ 私の世代では感じ取ることので
きない想いなどをたくさん吸収す
ることが出来ました。話し合いが
出来、また、交流が出来、とても
良い刺激になりました。ありがと
うございました。（女性・ 代）

http://niconico39.net/

まさこのホームページ
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第２日目（参加者48名）

70

③ 周りの人の生き方と暮
マイケアプラン花伝書
らしを考える
全国マイケアプラン・
④ 周りの人とわかり合う
ネットワーク発行『あた ２．地域を知る
まの整理箱』冒頭の記
① 隣近所を知る
述より
② 地域にある制度を知る
③ 地域にある資源を知る
★マイケアプランのた
めにやらなくてはいけ ３．介護保険制度を知る
① 介護保険制度の理念を知る
ないこと
② 介護保険の仕組みを知る
１．自分を知る 『あたまの整理箱』
(
③ 介護保険制度で提供されるサー
でできるのは主にこの部分です）
ビスの中身を知る
① 自分のこれまで歩いてきた道
を振り返る
制度に精通する事より自分や地域
② 自分のこれからの生き方と暮 を知ることのほうが大切、このこと
らしを考える
を皆で学び合って行きたい。 須(田）

60

家 族に なり きっ ての 話し 合い
や、地域の資源を考え合うなど、

グループごとに疑似家族にな
り、その人になりきってケア
プランを考え合うワークショッ
プでした。

グル ープ ワー クで わか りや すく
学べ る全 ２回 の講 座で した 。テ
キス ト『 マイ ケア プラ ンの ため
のあ たま の整 理箱 』『 マイ ライ
フプ ラン の玉 手箱 』の エッ セン
スが ぎゅ っと 詰ま った 内容 で、
ファシリテーター（グループワー
クの 促進 者） には 、高 齢者 福祉
課、 坂戸 鶴ヶ 島医 師会 在宅 医療
相談 室、 地域 包括 支援 セン ター
（しんまち・さくら・若葉・シャ
ロー ム） 、坂 戸市 社会 福祉 協議
会の 職員 が担 当し てく ださ り、
参加型で楽しい グループワー ク
になりました。 ご協力いただ い
た皆さま、ご参 加くださった 皆
さま、ありがとうございました。

第１日目（参加者51名）
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坂戸市提案型協働事業 出会って・学んで・地域力アップ！パートⅡ

「マイケアプランワークショップ講座」（全2回）

～どんな状態になっても、最期までその人らしい暮らしをデザインする～
31
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平成28(2016)年11月14日(月)

よりあいの会
月

よりあい＊ええげえしニュース

これからの予定

日
14日(月)

11月 21日(月)
28日(月)

19日(月)

参加費：５ ００ 円

内 容

場所と時間

お茶でおしゃべり

秋も深まってきましたね。お抹茶の香りを ルミネンス105号室
楽しみながら、おしゃべりも！！
10:00～12:00

パソコンサロン

ちょっと一工夫で、いろいろ楽しいパソコ ルミネンス105号室
ン。クリスマスカードや年賀状作りも？
10:00～12:00

元気印サロン
健康吹き矢

５日(月) おそばでおしゃべり
12月 12日(月)

第103号

誰もが楽しめる健康吹き矢です。初めてで オルモ情報研修室
も大丈夫！腹式呼吸と集中力でリフレッシュ！
10:00～12:00
打ち立て茹でたて蕎麦のなんと美味しいこと。 入西地域交流ｾﾝﾀｰ
みんなで食べるとなお美味しい！要申込み！
10:00～13:30

パソコンサロン

初心者もサポーターと一緒に楽しく体験！ ルミネンス105号室
教えられたり教えたり。年賀状にもトライ～！
10:00～12:00

お茶でおしゃべり

12月も後半。何かと気ぜわしい年の瀬です ルミネンス105号室
が、抹茶とお菓子でくつろぎのひとときを！
10:00～12:00

お茶でおしゃべり
「初釜」

新しい年を迎えます。一年の始まりを初釜で ルミネンス105号室
お祝いしましょう。健やかな一年を願って。
10:00～12:00

パソコンサロン

電車乗り換えや買い物、観光地情報等ｲﾝﾀｰﾈｯ ルミネンス105号室
ﾄを上手に使って楽しい暮らし！初心者歓迎！
10:00～12:00

冬休み
平成 ９日(月)
29年
16日(月)
１月 23日(月)

マイケアプラン
｢マイケアプランのためのあたまの整理箱｣｢マ ルミネンス105号室
自分の地域を知ろう イライフプランの玉手箱｣のエッセンスって？
10:00～12:00

30日(月)

元気印サロン
健康吹き矢、十八番ゲーム、坂戸かるた… 坂戸市中央公民館
頭の体操・手の体操 頭も体も使って活性化。みんなで楽しもう！
10:00～12:00

２月の予定：お茶でおしゃべり・パソコンサロン・みんなで歌おう♪・ほか
詳細は次号に掲載しますので、どうぞお楽しみに！

編集局だより

秋 は、運動 会や文化 祭、発表 会、収穫
祭など行事が盛り沢山。お出かけの度に、
顔見 知り同士 が出会う 事も多か ったので
はな いでしょ うか。え えげえし も福祉で
あい の広場や 坂戸中学 校総合学 習、マイ
ケア プラン連 続講座等 々で大忙 しでした
が、 どの場面 でも、地 域の方々 とのつな
がり が感じら れて、笑 顔のあい さつに出
会うたび嬉しくなってくる秋でした。
こ れからも よりあい の会やイ ベントに
ご参加ください。お待ちしています！

よりあいの会はどなたでも参加出来ます。

電話 ０４９－２８２－３８３６
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