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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。

脳活性化 みっつのあゲーム で認知症予防！

あかるく
あたまを使って
あきらめない
４月 日、坂戸市
中央公 民館で脳 活性
化ゲー ムを楽し みま
した。 いっぱい 笑っ
て、みんな元気に！

お互い の知恵を学 び合い、工 夫しあ
う仲間の 元気な輪・ 和・話。楽 しく相
返し え(えげえし 活
)動を続けています。

めざすところ

その１
誰 もが・ 地域で・ 元気
に・自分らしく生きる。
その２
閉 じこも らず・よ りあ
い ・自分 の暮らし をデ
ザ イン（ 創造）し て・
元気な高齢者。

込みを
事前の申
ます！
お願いし

マイケアプラン＝自分らしく元気な暮らし！

23

チーム戦の玉入れゲームで大
盛り上がり！大布を上下させ
て10個のボールをゴールへ！

よりあいの会のお知らせ
毎週の予定は４ページをご覧ください。

元気印サロン…優しい色で心も元気に

元気印サロン…楽しい交流！

ふんわりパステル画

たなばた交流会
＆

ハンドベルミニ演奏会
日時：７月２日（月）１０：００～１２：００
場所：坂戸市福祉センター(2階)会議室
定員：３５名（先着順)
参加費：５００円
七夕の故事に思い
を馳せ、七夕飾り
や短冊に願いを込
めて飾り付け。
♪笹の葉さ～らさ
ら♪…ハンドベル
同好会ミニ演奏も
お楽しみください。

どなたでも
どうぞ～♪
初心者大歓迎!!

日時：６月１８日（月）１０：００～１２：００
場所：坂戸市福祉センター(2階)会議室
定員：３０名（先着順) 参加費：５００円
あなただけの素敵な作品を描きましょう。綿で描く手法で
誰でもできます。画材は用意しますので持ち物は不要です。

得とくサロン…簡単レシピで楽しく調理
作って味わう

伝承食「たらし焼き」

日時：９月１０日（月）１０：００～１２：００
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
入間地方の伝承食を現代風にアレンジ！

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

よりあいの会 ～笑顔があふれるみんなの居場所～

参加者が増えて賑やか

パソコンサロン

初めてでも 楽しくパソコン

お腹の底から声を出す、懐かし
い歌で若かりし頃を思い出す、
声を合わせて歌う等々、どれも
元気の素！次回もお楽しみに！

指揮は見山よし子氏、ピアノ伴奏は
牧内寛子氏。歌の背景の解説もあり、
詞を味わいながら歌いました。
月に一度開催しているパソコ
ンサロン。近頃は参加者が増え
て、サポーター役の会員も大張
り切りです。
ワード入門編で文字入力を頑
張り、チラシや書類を作ったり。
慣れてくるとイラストや申込み
の表を作るなどにも挑戦。また、
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会 員 の自主 活 動 グループ活 躍

エクセルの得意ワザの表づくり、
それを活かしてカレンダー作り
など、参加者の皆さんは、自分
のやりたいことや課題を持ち寄っ
て、サポーターと一緒にパソコ
ンを楽しみました。
ええげえしのパソコンサロン
は、一対一のサポート体勢が基
本。分からなかったら何度でも
質問 Ｏ Ｋ ！ パ ソ コ ン や って み
たいけど何から始めればいいの
かな、と考えている方、是非一
度、参加してみてくださいね。

写真は5月21日の様子。
パソコン初心者もお馴染
みさんも一緒に楽しく！

パソコン倶楽部、ハンドベル同好
会、健康吹き矢クラブなど、よりあ
いの会への企画協力や事前準備も含
め、目的を持って定期的に活動。会
員同士の学び合いを深めながら活躍
中です。準会員のかたもどうぞ！
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元気印サロン

40

く集中できた、深呼吸って大事！
健 康 吹 き矢
新鮮な気持ちにな った。とても
腹式呼吸でゆったりと！ 楽しかった、来て良かった！」
５月 日、坂戸市文化施設オ など、嬉しい言葉 をいただきま
ルモ２階のギャラリーで、健康 した。
吹き矢を楽しみました。
元気印サロン
初めての方にも分かりやすく
みんなで歌 おう♪
説明があり、チーム戦の開始。
晴れやかに歌声響く
マトに向かって集中力を発揮し
ました。組合せを変えて３ゲー
５月 日、坂戸市文化施設オ
ムおこない、対戦後はみんなで ル モ ３ 階 の 中 練 習 室 で み
｢ んな
輪になってひとこと感想の時間。 で歌おう♪ を
｣ おこな いました 。
「初めてで心配だったけれどマ
今回のテーマは「風」。 名
トにあたって嬉しかった。すご を超す参加者は、 花の街・森の
水車・ことりのう た・風鈴・か
ぜさんだって・牧 場の朝・風な
ど、指揮に合わせ て次々に歌い
ながら、若かりし頃を懐かしみ、
歌声を響かせました。
途中でハンドベ ルミニ演奏と
参加者によるハン ドベル体験も
挟んで、最後は♪ 箱根の山は天
下の険～、と声高 らかに箱根八
里を歌ってお開きとなりました。
腹式呼吸が大事です。とは言うも
のの、やはり点数が気になるもの。
中心に矢が当たると皆で大喜び！
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若 葉 祭 に参 加

担当するディスコ ン（カーリン
グに似た軽スポー ツ）も。フレ
イル予防の運動も 学びながら、
訪れた方たちと交流しました。
８月のボランティアサロンでも
健康吹き矢の体験ができます。
日時：８月 日 木( )時～ 時
場所：大家公民館 （無料）
是非ご参加ください！

参 加 者 も演 奏 に挑 戦 ♪

の七夕交流でも体験できます！

を習って、急ごしらえのチーム
でしたが、息を合わせてベルの
音を響かせ、大きな拍手が巻き
起こりました。
※

パソコンは楽 しいツール
パソコン倶楽部で学び合い

計算をしてくれる関数を使った
り、棒グラフ・折れ線グラフ・
円グラフに表わすなど、先輩会
員による教材を元に、パソコン
に向かっています。
「なかなか理解できなくて苦労
したけれど、少しずつ出来るよ
うになった。とうとう出来るよ
うになったときはとても嬉しく
なった。」「出来たときは達成
感でいっぱいになった。」「新
しいこと、分からないことにチャ
レンジするとワクワクする。」
教えられたり教えたり、やる気
満々で元気いっぱいです。
チャレンジしつつサポート力
もアップ！
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ハンドベル同好会と一緒に

会員による自主活動にはパソ
コン倶楽部もあります。毎週水
曜日の午後が活動日。パソコン
サロンのサポーター役や、イベ
ントでのパソコン体験コーナー
などで力を発揮しています。
近頃は、ちょっと高度なエク
セルにチャレンジ中。自動的に

http://niconico39.net/
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参加者もハンドベルに挑戦！
「体験がとても楽しかった」｢ハン
ドベルの魅力にはまりそう｣の声も。
また、一緒に演奏しましょう♪

健康吹き矢クラブ活躍

５月 日 日
( 、
)女
子栄養大学「若葉祭
２０１８」の実践運
動方法学研究室の地
域交流スペースで、
健康吹き矢体験を担
当しました。学生は
もちろんのこと、小
学生から高齢者まで
約 名が体験に訪れ
ました。
同じ会場には、坂
戸市市民みんなの健
康づくりサポータ元気にし隊が

まさこのホームページ
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7/2

保健師、市役所、社協、訪問看護、在宅
介護生活のあの頃 ① 介護支援センター 当時 …等々。２００
(
)
タイトルの「はる」は義 ０年には介護保険制度が開始、ケアプラ
母の名前。１９９５年から ンに基づいて介護保険サービスが提供さ
２００２年の間、我が家の れるようになった。ケアプラン作
介護生活の主人公だった。 成はケアマネジャーが担当する仕
はじめの３年間は義父も 組みだった。あれから 年が経つ
居たので２人同時の介護で が、自分らしい暮らしを実現する
大変だった。いつまで続く ためのケアプランの重要性はあま
か分からない介護の日々に途方に暮れた り語られていない気がする。我が
事もあったけれど、それなりに工夫し、 家の介護は２００２年に終了した
やりがいもあった。いろいろな人に助け が、はるさんから様々な大切な事
てもらった。デイケアの職員や送迎の方、 を教わった。 次回に続く（須田）

18

23

５月 日 み｢んなで歌おう で
｣
は、ええげえしハ ンドベル同好
会のミニ演奏会も あり、日頃の
練習の成果を披露 しました。そ
の後には、参加者 の皆さんもハ
ンドベルの体験！ ベルの振り方
28

報告～地域の輪

自主活動のいろいろ

90

健康吹き矢クラブ
の面々がサポート！

ええげえしと交
流があった栄養
大卒業生とも嬉
しい再会。 →

第113号
よりあい＊ええげえしニュース
平成30(2018)年6月4日(月)

27

平成30(2018)年6月4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
４日(月)

第113号

参加費：５０ ０円
( 会場費・保険代・茶菓子代等)

内 容
お茶でおしゃべり

場所と時間

梅雨空を吹き飛ばすような爽やかなお抹茶 ルミネンス105号室
の香り。水無月のお菓子も楽しみですね！！
10:00～12:00

ワード、エクセル、インターネット、メール、 ルミネンス105号室
写真、ゲーム…パソコンいろいろ楽しもう!!
10:00～12:00
6月
元気印サロン
ふんわりと色を重ねて素敵な作品づくり。 福祉センター会議室
18日(月)
ふんわりパステル画 パステルの優しい色合いでこころも元気に！
10:00～12:00
誰れもが住み慣れた場所で安心して、いき ルミネンス105号室
25日(月)
マイケアプラン
いきと自分らしく暮らせるようになるには？
10:00～12:00
11日(月)

２日(月)

パソコンサロン

元気印サロン 七夕交流 短冊に願いを込め、七夕飾りも作りましょう。 福祉センター会議室

ハンドベルﾐﾆ演奏会 ハンドベルの音色も爽やかに、楽しく交流♪

９日(月)

マイケアプラン

16日(月)

パソコンサロン

23日(月)

お茶でおしゃべり

7月

8月

10:00～12:00

自分らしい暮らしってどういうこと？介護 ルミネンス105号室
や医療が必要な時はどうすれば？考えよう！
10:00～12:00
パソコンに興味はあるけど？どうしたら？ ルミネンス105号室
そんな初心者でも１対１のサポートで安心！
10:00～12:00
夏の暑さをいっとき忘れて、さわやかな和 ルミネンス105号室
菓子とともにおしゃべりを楽しみましょう！
10:00～12:00

よりあいの会は夏休みです。 ボランティアサロン 8/23(木)10時～12時 大家公民館にて
「健康吹き矢」の体験が出来ます。どなたでもどうぞ！(無料）
３日(月)

お茶でおしゃべり

夏休み明けのひととき、久しぶりにお茶を味 ルミネンス105号室
わいながら思い出話等おしゃべりしましょう！
10:00～12:00

得とくサロン

小麦粉で作る入間地方の伝承食｢たらし焼 入西地域交流ｾﾝﾀｰ
伝承食「たらし焼き」 き｣を味わってみましょう。１ページ参照
10:00～12:00
9月
撮り貯めた写真の整理。ワードで写真入り ルミネンス105号室
17日(月)
パソコンサロン
のハガキも。インターネットやエクセルもネ。 10:00～12:00
10日(月)

24日(月)

お楽しみ工房
指先を使って脳を活性化！世界に誇る日本 ルミネンス105号室
折り紙を楽しもう！ の折り紙。昔を思い出して楽しみましょう。 10:00～12:00

編集局だより

衣替えの時期ですね。近頃は季節感
が薄れているようでもあり、学校や仕
事上の制服姿も一斉に、と言うより気
候に合わせて柔軟なようです。年を重
ねるごとにおっくうになって、我が家
の衣替えも柔軟さを増しています。 笑(）
さて、今号では、ええげえし「めざ
すところ」を掲載。仲間の元気な輪・
和を大切に、よりあいの会で楽しいひ

とときを！ ご参加お待ちしています

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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