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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。

福祉であいの広場2017
今年のテーマ

心の笑顔は、みんなの幸せ
よりあい＊ええげえしブースで
は、パソコンで名刺作り、ふんわ
りパステル画、折り紙、マイケア
プランマップ等の体験を通して訪
れた方々と交流しました。

開会式で参加団体が活動をアピール
コーナー
折り紙

ランマップ
マイケアプ

小さい子ども達も
折り紙やふんわり
パステル画に夢中。
お住まいの処にシー
ルを貼ってくださっ
たのは95名。坂戸市
以外からもご来場！

どなたでも
参加できます

ブース
では
交流や情
報交換

よりあ いの会の

お知らせ

月 ５日 （日 ） 、 勝呂 公 民 館で 、 恒例 の 福 祉で あ い の
広 場 ２０ １ ７が 開 催 され ま し た。 さ か ど産 業 ま つ り と 同
日開催で、子どもから高齢者まで大勢で賑わいました。

ご来場ありがとうご ざいました。

開会式

11

事前の申込みを
お願いします！

12月の恒例行事！打ちたて茹でたて！

新年を寿ぐひとときをご一緒に

元気印サロン おそばでおしゃべり

お茶でおしゃべり 初 釜
日 時：平成30年１月１５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)
参加費：５００円
初釜｢点て初め｣をええげえし流で和やかに！

問い合わせ先 ０４９－２８２－３８３６
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日 時:１２月４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)
参加費：５００円
持ち物：エプロン、三角巾、上履き

メール yoriai@lapis.plala.or.jp

９月 日と 月 日の５～６時限目、坂戸中学校の総合的な
学習の時間「福祉について考えよう～地域の方々とのふれあい

嬉しい気持ちになることを知っ
た。
・高齢者の方々がとても親切
で、笑顔で接してくれて、と
ても楽しかったです。
・想像以上に楽しかった！お
菓子とお茶がとてもおいしかっ
たです。みなさんと仲良くな
れてよかったです。お茶を点
てるのが上手と言われて嬉し
かった。
・担当の方がとてもやさしく
て楽しかったです。吹奏楽部
がどんな曲を演奏しているの
かも知っていて、改めて地域
の方々に支えられているんだ
なぁと思いました。
・失礼だけど高齢者はあまり
詳しくないと思ったが、やっ
ぱり人生の大先輩で、知らな
いことも丁寧に教えてくれた。
人生の先輩はすごいと思った。
・思っていたより折り紙をす
るのが楽しかったです。間違って
もやさしく教えていただいて分か
りやすかったです。
・地域の人と関わる機会はとても
貴重で丁寧に教えてくれて嬉しかっ
た。班の人達と協力することがで
き、楽しかった。
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各クラスの
タイトル

・地域の方にスムーズにでき
るよう教えていただき、自分
だけのカードがつくれました。
名刺を渡して、話すこともで
きて、楽しかったです。
・名刺を交換するとお互いに

3-1 高志Ｒａｉｎｂｏｗ
10/12は、ふんわりパステ
3年2組 躍進の虹
ル画「虹を描く」をクラス毎
3組の幸せの虹
4組 決意の虹
に取り組んだ後、武道場に移
虹～夢への架け橋
動。全学年の
虹を鑑賞しな
がら、まとめ
の時間「福祉
について考え
よう」で学び
地域の方の話に耳を傾ける生徒たち
ました。

10

12

9/28は、よりあいの会（お茶でおしゃべり・パソコンサロン・お楽しみ
工房折り紙・伝承食たらし焼き）で、クラスごとに２種類を体験。いずれ
も、コミュニケーション・日本の伝統や文化を意識したプログラムです。

150

武道場ではお茶で 調理室のたらし焼き。
おしゃべり。校長 ラッシーも添えて、
先生にもお点前を。 美味しいと好評！

コンピュータ室で
はパソコンサロン。
で作った自己
Word
紹介カードで名刺
交換も楽しく！

クラス便りから引用

３学年全員の虹を繋げた｢大きな
虹｣が武道場に掲げられました。

ひとこと感想

28

中学3年生が「よりあいの会」を体験

を通して～」を担当しました。３年生 名が、地域交流プログ
ラム「よりあいの会」を体験。地域の方々と知り合い、コミュ
ニケーションの輪をひろげよう！と、楽しく交流しました。

坂戸中学校３年生150名と、地域の方々50名が ２日間のふれあい交流授業

地域の皆
さま、ご
協力
ありがと
うござい
ました！

図書室の｢お楽しみ工房・
折り紙｣では、アクロバッ
トホースや羽ばたく鶴
を作成しました。
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地域で・元気に・
相 返し

よりあいの会で楽しく！元気に！

ホットプレートで手軽に
作れて、ジャムを入れる
と柔らかな食感に仕上が
ります。中学生にも人気！

お楽しみ工房 折り紙
～羽ばたく鶴や回転うま～
９月 日、
折り紙に精を
出しました。
指先を使って
脳も活性化！
←お三方
も作り
ました。

元気印サロン 健康吹き矢

月 日は、健康
吹き矢。初参加の方
も久しぶりの方も！

～集中力と腹式呼吸で～

10

30

人権教育とよりあい＊ええげえし
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18

高校生に向けた人権・同和教育講演
会に、よりあい＊ええげえし設立代表
の横田さんと二人で出向いた。以前か
ら部活動と行事が盛んな埼玉県立坂戸
西高校は単位制高校。生徒たちは卒業
後、様々な分野に羽ばたいていくとの
こと。この日は、広い講堂に全校生徒約千人が勢
揃いして、『「共に生きる 社
｣会をめざして～地
域で・元気に・相返し～』と題して、地域にはさ
まざまな人がいる・誰にも役割がある・みんな一
緒に生きている等々、よりあい＊ええげえ
しの活動を織り込みつつお話をした。
人権教育といっても、自分を大切に・お
互いを大切に想うええげえしの目指すとこ
ろと変わるものではなく、しっかりと聴く
姿勢が印象的だった高校生を頼もしく思い
ながら、同じ市内で若い世代との交流がもっ
と深まると良いなぁ、と願った。 須(田 )

まさこのホームページ

～笑顔あふれるみんなの居場所～

10

９月以降は、であいの広場の
作って食べよう ！たらし焼き
準備、坂戸中学校総合学習にむ
～入間地方の伝承食～
けて先生方や協力者との打ち合
わせ等々で大忙しの日々！そん
９月 日、入西地域交流セン
な中でも、毎週のよりあいの会 ター食品工房で、 小麦粉で作る
ではリハーサルを兼ねつつ信頼 「たらし焼き」を 現代風にアレ
の和・交流の輪が広がりました。 ンジしたレシピで味わいました。

ふんわりパステル画

オルモ情報研修室にて

http://niconico39.net/

パソコンサロン
初心者も意欲的に

月 日、
パソコンサロ
ンには初心者
からベテラン
さんまでいろ
いろ。やって
みたい事にな
んでも挑戦！
16

お茶でおしゃべり

11

～福祉センターで～

月９日、
虹｢ ｣｢
秋の清流 ｣
を描きました。
坂戸中学校のリ
ハーサルを兼ね
て、大きな虹に
仕上げました。

10

～お点前の後はおしゃべりの輪～
夏休み明けの９月４日、お
茶でおしゃべりで久しぶり
の顔合わせ。お抹茶と和菓
子を味わって、情報交換も。
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平成29(2017)年11月13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
13日(月)

内 容
お茶でおしゃべり
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参加費：５０ ０円
場所と時間

日ごとに深まる秋。虫の声に季節を感じな ルミネンス105号室
がら、ゆっくりお抹茶を味わいませんか。
10:00～12:00

マイケアプラン共催事業 地域包括支援センターしんまちとの共催事 坂戸市千代田公民館
｢認知症地域学習会｣ 業で今回は無料。午後開催！事前申込みを！
13:30～15:30
分からないところはどこですか？１対１で ルミネンス105号室
27日(月)
パソコンサロン
ゆっくり楽しく、教えられたり教えたり。
10:00～12:00

11月 20日(月)

４日(月) おそばでおしゃべり
12月 11日(月)
18日(月)
冬休み
平成
30年

15日(月)

2017年の年越しに、手作りのおそばはいかが！ 入西地域交流ｾﾝﾀｰ
昔の年越しの思い出話も聞かせてくださいね。 10:00～13:30

パソコンサロン

パソコン初心者大歓迎！お気に入りの写真 ルミネンス105号室
を入れて年末年始のあいさつ状やカードも。 10:00～12:00

お茶でおしゃべり

何かとあわただしい師走。そんな時こそ、 ルミネンス105号室
お抹茶を味わい、くつろぎのひとときを！
10:00～12:00

…大そうじ：12月20日（水）10:00から…
お茶でおしゃべり
初釜

平成30年も良き年でありますように。初釜で ルミネンス105号室
新年をお祝いしましょう！！今年も宜しく！
10:00～12:00

今年はパソコンに挑戦しよう？ワード・エ ルミネンス105号室
クセル、メールやインターネット等々楽しく！
10:00～12:00
１月
坂戸市提案型協働事業 講演｢響き合う色～こころに力を与えるパ オルモ情報研修室
29日(月)
ふんわりパステル画① ステル画｣アトリエルピナス小菅昌子先生。
10:00～12:00
22日(月)

パソコンサロン

５日(月)

お茶でおしゃべり

12日(月)
２月

４日は立春。暦の上ではもう春！梅の便り ルミネンス105号室
もすぐそこに。おしゃべりも楽しみましょう！
10:00～12:00

坂戸市提案型協働事業 パステル画体験その２。響き合う色～感じ オルモ情報研修室
ふんわりパステル画② るままに描いてみよう～①②とも要申込！
10:00～12:00

19日(月)

パソコンサロン

26日(月)

元気印サロン
みんなで歌おう♪

パソコンの楽しさを再発見！！こんなこと ルミネンス105号室
もできるの？さぁやってみよう！一緒にね。 10:00～12:00
懐かしい歌、お馴染みの歌いろいろ！ピア オルモ・中練習室
ノと指揮に合わせて、楽しく歌いましょう。 10:00～12:00
編集局だより

カレ ン ダー が残 り少 な くな っ
て きま し たが 、ソ バ打 ち や初 釜
な ど年 末 年始 の行 事が 楽 しみ で
すね。是非早めのお申し込みを！
また 、 年明 けに は、 ふ んわ り
パ ステ ル 画の ２回 講座 が あり ま
す。小菅昌子先生をお招きして、
色 の持 つ 力、 心に 響く の はど う
し てな の か等 のお 話と と もに パ
ス テル の 魅力 が堪 能で き ます 。
今から予定に入れてくださいね。

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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