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20181

新た

'こ

れ た認定さ

「一日中家にいるJ「趣味がないJ「話し相手がいない」なと、開じこもりかちになつてい

ませんか?―宮市認定のおてかけ広場では、地域の皆さんの憩いの場として、生きがいづ

くりのための様々な活動を行つています.

新たに認定されたおてかけ広場を12か所ご紹介します !

ぜ0お近くのおてかけ広場にお立ち寄りください。

※各おてかけ広場の情報は市ウエフサイトにも掲載しております.

要な広場については、事前に各おてかけ広場に直出

ー

Fぉでかけ広場Jを紹介し蓼す :

そら案局
″口屁

健康相談会 交流会、お薬に関する相談

毎週水曜日         そら案局
1400～ 1530   (大 和町苅安賀■人口上51)

原霧局

健康相談会 交流会 お薬に関する相談

|よ_

不要 要 電 話 ,0586

85503,

毎週木曜日

14,30  16100

不定

14:00～ 15100

X詳細はお尋ねください

原薬局
(イ申山lT自 1020)

デイサービスセンター
ニッケつどt・

l一宮

歌謡ショーやマジツクシヨーなどの

イベン トの開催

デイサービス
ニッケつとい一宮

(今伊勢町本神戸字前畑 1)

不要 要 電話 0586

457057

|.

■
=

要

【お問合せ先】―宮市福祉部高年福祉課 電話 0586289151

1

不要 電話 0586

285008



サ 置

t,健康体操 趣味活動、
②料理 おやつ作り

毎月第3木 l.ロ

14100  16100
※計イ]はお尋ねください

古
一一不

　薔
‘

●
２

■ ら ら

●不要
●材料資

お』途

電言ξ 0585
583J,1

電話 0586

53 3331

電話 0586

,25826

1音装置法 (座位)交 流会

`介
護体操 (凛位)交 流会

専門職による介謹相談

|)奇数月第3水曜日
1´イ円数月第3月 晴日

13130  14130

ん な 」つそ
・

い」
エ

健康運動指導士のもとでス トレッチ 筋 トレ
※丹陽町連区の60歳以上の方限定です。

200円

(講lT代 )

綸

不要毎過木曜曰
101oo～ 111oo

毎月第2全 !モ 日

14100  16100

丹陽七人いこいの家
(多加木ST目 51)

フラワーアレンジメント、リース作り
介護相談、お茶会

デイサービスセンター浅野

`浅

野字堀金56)

Э00～ 500円

(材料資 お茶代 )

1  ■ ‐

電話 0586

858111

レクリエーション、茶議会

r‐式会社蘇●■ l・・ 商会
(漬井町西湾,I

字弐●T家 27)

ァ′■シエ

`●

000円

(お茶代)

●材料■,1途

電話 ]5=Ⅲ

51 7,■ 0

t'音楽に合わせたイキイキ体操
2イ ベント (フ ラワーアレンジメン

1)曰 11日 1月 1回 )

●不定l1 1400～ 1500
X許ねはI● 尋拒ください

有料老人ホーム

ヴィヴァハウス
(萩原町花丼方宇郷■975,

卜等 )の開催

不, 不要

i,不,
●要

要



風の苑マグノリア

ポランティア・入居者の方々とのふれあい、茶話会

地域密着型特別養;隻老人ホーム

風の売マグノリア
(今伊勢町馬寄宇東瀬●551)

おでかけマルシヨ

地域農業者によるマルシェ

月1回 (友弓日のいずれか )

10100  12,00

×詳細はお
=ね

ください。

無料休憩スペース

カーサシオンー宮
(森本5丁 目387)

250円

(お茶
お稟子代

'

不要

電言舌10586

476811

電話 058667
3820

●    |

電話 090
65943075

| |

毎月第1第 3全曜 日

14,00～ 15「 00

姜

不要 電話 0587
51 0045

●毎週木12日

●珈 木曜日
1610さ～ 15100

デイサービス |ま のぼの

は 原町花井方宇東天神7)

デイサービスセンターはのはの
お茶会

、介護予防教室

|つ レクリエーシヨン
ランチ会 (不定期 )

12講師による晋字数室

微笑みさわやか体操

ロボットのペツパー君とグンベルを使用した体操
※大志連区の方限定です。

大志公民館
(大江3丁 目914)

不要

X開催

'不
定期 ●型Li位△と奎

=広
場E2りては 事前に各おてかけい 星塾くださし

=

loo円

(お茶代 )

不要

毎月第2第 4全曜日
12150-14130

不要
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〈おでかけ広場一覧〉

N0 広場名称 連絡先
開催場所 予約

議 加 貴

開催日時 実施内容

1 いこいの森 0586-69-8151
―宮市桜2T日 ■ 3

参加■ 100円 (材 *|■ )

毎週月 1午|■ 0"～ 正午 毎週火 :午前9時～正午

毎週木 .午前 ■30分～午後 1■ 30分

毎週全 :午前10時～正午′午後 1時 30分 ～3時30分

簡単なフラワーアレンジメントテーブルゲーム (

事 トランプ)折り紙 ぬり絵など
オセロ 将

2
特定非営利活動浩人
一官まごころ

0580-73-8707
NPO法人一官まごころ1嗜

―官市文京IT目 46
予約

手織りのみ要
参加費 100口 (手織りま 別途月会費 糸代が要 )

毎週火 木 土颯日
午前10時～午後4時

カラオケ ■芸 麻雀 茶議会 手織り

0
ナチュラリしビユツフェ
ユコーネ

0535-75-7337
―宮市浅野宇たノ木301

予約

不要

毎週金0三 日
午前9時～11峙

2ヽをフリースペースとして開放 不定期にイベ) 卜を3月 |:

4 長田 いきいきサロン 0586-51-1510 県営洩丼住宅集会所 予約

―宮市浅井町尾関字長田1 不要

毎月第3水曜日
午前9峙00分 ～11時30分

レクリエーション 茶話会
×長田地区の方限定です.

5 いさいき倶楽部 090-9267-0238 千秋公民館

―宮市千秋町佐野宇郷西48

予約

不要
参加■ 不要

毎月常3木曜日

午後 1時 30分～2時45分
タオル体操20分程度 (タオルを1本おl.ちくださt

お回の体操 太極挙 健康に関する勉強会
)ヽ

7 コミュニティプラザ友
■ 586つ4●870

0■ 586-72-0190 … L  童
0いきいき健康体操教皇
②「こみぶ槌 席」(落議)

O薇かしの映画上映会

参加貫 1不要        ____
O毎月第4火曜日,午前10時～11時

②毎月下旬,午後2時～0時
0毎日第1雪3月 曜日,午

“

1時～

8 サロンフラワーガーデン oeo-3o66-o419
予約

―官市多加木3T目 7=
菱

,加費 500周

年月第2第 4水曜日

午前10時～正午
介護予防運動の実施
地域住民の交流

9 ウエルコートみづほ 0586-51-7303
―宮市浅井町尾関学同者1602 階参力!贅 1不 要

毎月第1第 3木嘔曰
午後2時～3時 音楽に合わせた健康体操

10 コムネックスみづほ 0586-86-7000
予約

―宮市木曽川町黒田字西沼52
不 要

参力]質 不要(絵手紙は手本代50円必要な場合あり)

●毎月第3木工B‐ 午後2時～3"
●毎月第2第 4ホ曜日1午後2時～3晴

0毎 月第1木 :こ 日1午後2時～3時

0わくわ〈絵手紙
●わくわく体操
0わくわく,J健体操(ロ グニサイズて認知症予防)

開催が不定期 または予約が必要な広場についてよ 事前に各おてか ナ広場に直接お尋ねください

5



たんばば称々の皇 0586-77-7667 軋hT鳥馨篤里「そ
参加費 100円 (お茶代 )

奇数月25日

午前10時00分 ～11時00分
認知症の勉強会 参力o者との交流会 専門職員による介
護相談

13 アンジェロ本式会社 0586-23-7477
―宮市森本IT日 2-36           [二

:当i三

地域の繁栄とイ中間の交流会

,加背

毎日
午前1時～午後6峙

14 アルメソンみづほ 0586-61-7277 予 約

―宮市三条字野間261
不要

参加曼 1不要

0毎月1回 (不定期)午前10時～11時

②毎月第2第 4水曜日:午後2時～3時
0無 ll演奏会
②音楽に合わせた健康体操

０́ カラオケ千ちやん 0586-72-0060
予 約

―官市今伊勢町木神戸字官山42
不 当

参加資 :60円 (ドリンク代)200円′由(カラオケ代,

毎日

午前 1時～午後3時
カラオケを通しての交流 茶話会

16 老人保健施設アウン 0586-,3-1111 菫會[量1鍼 ウ
=ら
ラン
l  階

ポニー ヤギ ■等への「エサあげ」こよるられあい 休憩
場所と飲み物の提供

参加責 不要

毎週火 木喧曰

午前10時～正午

17 カープスー官朝 日 0500-24-6006
予 約

―宮市朝日3Tヨ 35 2人 以上は

要参加費 200円 (ミネラルウォーター代込 )

偶数月第 1土曜日

午後3時～6時
体力診断 マシン体験
※男性もご参加いただけます

18 カープスー営末広 0586-43-5860 予 約

―宮市末広2T日 277 2人以上は

要レOO円 にネラルウォーター代込 )参加費

奇数月第1土曜日
午後3時～6時

体力診断 マシン体験
※男性もご参力0いただけます.

＾
０ 喫茶●owザイル 0506-72-5,33

予 約

―宮市本町2T目 67
要

参加贅 500円 (ド リンク デザート付)

毎月第 1土 曜日
午後2■～3時

ドリンクとデザートを食べながら会話を.・ しむ ヽ
和の歌の合唱 超味のll品 展示

員かしもヽ昭

20 珈琲庵きのした 0686-51-5017
予 約

―富市浅井町江森字楼光寺19
要

参加■ 450円 (ドリンク代)～ 10∞円(軽食付 )

毎週火～土曜日
午前11時～午後3時

地域住民の交流
介護査の料理教室を通してのられあい

21 ほほえみ菜局 馬引店 0586-82-2888 予約

―自市大和町馬弓字郷■賞237
長

参加費 不要
毎月 1回 隊 曜日)

午後2時30分～4時 30分

×詳細 まお早ねください

お薬相談会の開催
お案や掟屋に関連する勉強会の開催

〈おてかけ広場一覧〉

閉催が不定期 または予約が必要な広場については 事前に各おでかけ広場に直接お尋・I・ ください.

6



くおてかけ広場一覧)

開IEが不定期 または予約が必要な広場については 事前に各おでかけ広場に直接お尋ねください

フ

22 ボランティアクループ
ふれあい

0586-31-7010 社会福祉法人ケアハウスちあき地域交流スベニス I 予約

―宮市丹場町重首■新田裏東切10700 不要参加賛 1不要

毎適月～土磋日
~

午前9時～午後2時

■■コ塵コ以外に数日の体みあり)

茶話会 不定期に催しものも開催。

23 たんぼば加茂の里 0586-75 0102 |',喪護老人ホームたんばま加たの里内 硬茶猥 予 約

―官市千秋町加茂字海戸22 喫茶のみ

不要,加 黄 不要(飲み物代刀面

毎日
午前9時30分～午後4峙

介護予 l■ 閉じこもり予防の活動 認知症や介
不定期に催し物も開催

隻の相談

24 家族会 茜
0586-64-6662

(居宅 i■ )

千秋公民館 1 予約

―宮市千秋町佐野字郷西48 要を加費 ●00口 (今費)__   ___
毎月第2木曜日
午後1時～3時 介護者のための交流会 勉強会

25 エバーグリーン 05:5-64-5707 予 約
―冨市下川田町5丁 目241 サンシャインビル1嗜

要参加贅 300円 (お茶 お菓子代

'毎月第1水曜日
午後 l時 30分 ～3時

茶話会を行つています。少人数なので和やかな
す.

雰囲気で

●
０

＾
∠ 介護予防運動 090-66`7-2591 萩蓮保育回跡地

―宮市西萩原字中道261 不 要参加費 年間100両瘤

『

~~~~~~~~~― ―

毎退火 金曜日
午前8時45分 ～10時 15分 ラジオ体操 合唱

27 尾張健康友の会 0506-76-8312 特別表証老人ホームちあき第二lt域交流スベース 予 約

―宮市千秋町 4ヽ 山字山王22 不要

'lll曼

不要

年6回 (F月 開催サ
※詳細はお尋わくださぃ 医療 介護予防 健康づくりこ関する講座を無

^

て実施

28 虹の会 0586-70-0465 千11病院 市民健康教菫 予 約

―宮市千秋町塩尻字山工千 不 要,加費 不要        ~
奇数月第2火 1逹 曰
午後1時OO分 ～3時 健康チェック(血 F■ 尿 体組成■チェック)とおt ゃべり会

29 食と健康を考えるサロン 0586-64-7410 丼上内科クリニック ほ まえみデイケア 予 約

―官市m明字東沼85 妻

拿鮒製晃織躍計 莉
“午後1時 30分 ～3時30分

さ塁塾■奎壁ヨねください

食と健康をテーマとした講演会
講漬会後の茶話会

00 喫茶あんず 0586-78-3000
―官市浅井町河端字郷56

参加曼 500円

毎月第2土曜日
午後千時eo分 ～3時30分

カラオケを通しての交流会 丼議会
季節の野花を使ったフラワーアレンジメント

31 さくら苑 0586-31-3001 さくら売 1階  ~~~
―宮市浅野宇居森野04

予約

要参力0費 500円 (飲み物正込)

毎週月‐午後 1時 30分 ～2時30分
毎週木 :午前 10時00分～:時 30分 健康体操 茶議会



32 社会福祉法人礼和会 0586-26-0120 松前静ビル 1階 予 約

―宮市大江3丁 ロト20 要
参力]曼 500円 (鉄み物代込)

毎週水曜日
午前10時～11時30分

健康体操 茶話会

う
００^ あおぞら新鮮野菜市

【05081-51-3030
(アカチャン食品)

カフ,チ ,リ モア Fi車場 予約

―宮市浅井町両残丼宇郷■7 不 要
参加|1不要

求 :ギ 日(不定期)

午後2時～4時

雨天中止

利用者向士の交流の場の提l■

■果を中心とした移動販売

34 尾張健展友の会
どっこいしょ証

000-9124-008` 千秋病院 市民健康教室 予 II

―営市千秋町●_尻字山二 1 不要
参加曼 1不要

毎月第1水曜曰
午後2時～3峙00分

健康チェックを通した健康づくりとおしゃべり会

０́＾
０

尾張健康友の会
西御堂班

0500-68-007, デイサービスよつたり 予 約

一宮市萩原町西¬堂字郷西切3023 不 要
不 要

傷数月第3土 ]翌 日
午後2時～4時

1バイタルチェック 2病気等の.‐ 習
錦 演会 4話し合い 姉 設見学など

●
０

●
０

尾張健康友の会
高見班

0586-76-5520 千秋病院 市民健康教笙 予 約

―宮市千秋町塩尻字山II 不 要参加費 不要

奇数月第3木曜日
午後1時30分 ～3時30分

尿横査 体重 血圧浪1定 医師の先生によるお;舌

●
，

０
● C,f●  アクアサイド 0586-77-5006 予約

―宮市ll木蔵字東流436
要

参加■ 1000円 (フ リードリンク付 イベント代込 )

毎月土曜日(不定期 )

午後6時30分～S時00分
※詳細はお尋ねください

落語寄席 音楽会など

38 0たまリカフェ 0120-758-465 予約

―営市白旗通千丁目11
不 要,加費 100円 (飲み物 お薬子代)

毎週火曜日
午後1時～4時

レクリエーション 交流会 勉強会 ミユ講座

39 ふれあいサロン
さん さんガーデン

0586-84-3305 予約

―富市 |ヒ方町|`方字内沼2571
要

参加費 350円 (ドリンク代)

毎月第3月 曜日(祝 日の場合 算2月 暇日)

午前 0時～ 1時 30分
(体操 時まで 茶話会11時6分から)

健康体操教室 恭話会

40
^、

れあいサロンさん さん
ガーデン さん さん萩原

0586-69-0008
―官市萩原町中島字番所401 ビ
健康体操教室 ランテ会

参加贅 p"甲

`ラ

ンテ代,  _  ____
毎月第2水曜日
午前10時～11時50分 (ランテ会正午から)

41
フアーマシー
ヘルバーイワタ

0586-,2-4663 予約

―宮市赤見4T日 220
不 要参力]賛 不要

毎週月～金曜日(祝口を除く)

午前 0時～午後3時
お薬に関する柏;失

介護保険や福祉用具等についてのよろず相談 ヽ

^

くおてか ナ広場一覧〉

開催が不定期 または予約が必要な広場については 事前に各おてかけ広場に直接お尋ねください
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０
′

′
”

尾張健康友の会
脳トレ疵

0586-76-4047 特,1養護老人ホームちあき第二地域交流スペース 予

“―富市千秋町小山字山工221 要参加■ 200円～600円 ※詳細はお尋昼 ださい。

毎週火 水 金曜日
午前9時～正午 認知症予防のための値鷹マージャン

43
シルバー本町
ら、れあい広場

0536-20-1212 予 約

―自市本町OT日 018
不 要参加賛 200円程度 (ドリンク代)  ~

毎週火～日曜日(喫茶は火～金曜日)

午l19時～午後6時 (喫茶は午後0時まで,

|,lt,住民の交流の場として喫茶スベースを調
2リ サイクル品 Jヽ物理:業の販売などを行う

ける

44 ライフステーション
いきいき

0586-46-2988 予約
―官市大和町苅安賀字山工1012

要コ ]費 u ooo円 (材料曼お茶t―
隔週曰嘔日,午前 0時～正午
×詳細はお尋な ださい。

クリニカルアート(■感を使って楽しく■品をllる こと,

Iヒさせます)

:脳を活性

●
０

′
■ うさぎφえがお 0586 03-4174 喫茶ゴールト 予約

―宮市萩原町串年字前田面31 不 要参加■ 450円 (お茶 おやつ代込 )

毎月第 1金曜日
午後3時～4時

健康メ リ●ドールを使用したコグ=サイズ)と おしゃ く́り会

46 金曜現輝クラブ 030-6921-7747 業栗老人いこいの家 予 約

―営市光明■量手371 不 要参加費 不要
全曜日(月 0回 )

午前10時～ 1時

※群緬はお尋ねください

寝災ラジオ体操やボール セラバンドを使用した
※男性専用です。

体操

47 木曜男1品クラブ 080-6921-7747 葉票老人いこいの家 予 約

―宮市光明キ且手87¬ 不 要参加費 不要
木曜日(月 3回 ,

午後 |■ 00分 ～2時30分
×詳細はお尋ねください

言災ラジオ体操や11子を使用した体操
※女性専用です

48 向山ふれあいサロン 0586-24-5107 向山公民館 予約

―宮市古金町1丁 目121 不要●加責 1不要

毎月第2水曜日
午前9時00分～11時30分 茶話会 健康体操 囲碁 将棋など

49 杉戸浴場 090-2688-5968 予 約

―宮市大宮3T日 320
要参

',C毎月第3金曜日:午前10時～午後0時30分
(●不定期 ※詳細まお早なください

●空き時間を利用した体操教室
●空き時間を利用した落議会

50 きらさらクラブ 0586-68-7311 萩の里特別養護老人ホーム

ー営市萩原町東宮重字蓮原361

歌いながら楽しく体を動かす健口体操

奮借暑:31,
午後1時30分～2時00分
×計細まお尋ねください.

●
０

尾西記念病院
朝の健康体操

0586 62-2221 Ft西言論 病院 予約

―宮市冨日字宵東178千 不 要参加査 不長

毎週水曜日
午前3時45分 ～9■

ストレッチ 筋トレ 脳トレ

〈おてかけ広場一覧〉

開催が不定期 また よ予約が必要/● r7場については 事前に各おでかけ広場に直l・お旱な ださい.
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52 ちよつと いりやあせ
西御堂の里三笙

0580-67-2430 介護老人福祉施設 西仰堂の里三生 予 約

―官市萩原町西御堂字虫祭卜1 不 要
参加費 200円 (お茶代 )

毎月第3土曜日
午前10時～11時30分

喫茶のご利用 介護の相談 催し物 (ヨ ガ等)の開催

う
０

●
０ アクティブふれあい 070-5000-4031 第2和 日ビル 1階 予約

―官市大志 lT曰 1319 不要
・・ 力0■  ,||■ (ら,子●I■嗜||工●●おや0準 ,■ 2著「ら 栓■月■

毎月第3日 l_日

午前 0時～午後0時30分

無料送迎あり(要予約 希望者はお尋根 ださι→

|ホlT紙芝居 I`茶 話会 ●門職の講演 ′
サージ ネイル おやつ4りなど

ンヽドマッ

54 年輔い 0 0586-52-3280 予約

―営市大和町於保25031
霙

参加費 200円 (お案 お菓子lt,ホ|■貪として実資負担有

月2回

午前10時～正午
※詳細はお尋水 ださい

和 卜市の飾り 手作り7E貨 絵手紙など

０́０́ あつたかサロンせとき 0586-78-0219 笹 の み

こ _.__‐ ‐
・ ・ ・

        |+

参加費 360円 (お茶代)160● (参加■)

毎月第4月 に日
午後2時30分 ～4時

×詳細はお尋ねください

中  | ,た ‐ ,′
^¨ …

0● 0

健康体操 趣味活動 レクリエーション 茶話会
の講座

,  ‐

介設予防

＾
０

●
０

平安会館 モ秋フアミリー
ホール

0586-72-0400 11111市と_輌,4.   ドト
参加費 1不 要

月2回

×詳細はお尋ねください。

7鵞 讐
1'ア '"¨ ¨

      __J

※地域のコミュニティの場として会議●
‐
等を貸し

す鞣 料 応相談)

メ

出していま

”
′

●
０

ニテイケアセンター興町
やわらぎ

0586-63-1801
ニテイケアセンター臭町 予約

―官市具町学tT16 3 不要
多加資 不要

毎月第4金曜日
午前10■ ～正午

認知症カフェ(認知●Iの介護相談 )

アロマハンドマッサージ

58 i平絣 はつちゃん 0586-62-4656 予約

―営市真町字三出10211
不要

参加費 1不要    _
毎日(不定体 )

午前8時～午後6時
※詳細はお尋な ださい

交流スペースの提供
五平餅 採れたて野菜の販売

59 カラオケ喫茶ウォルカ |'0536-44-0019
●080-5122-6731

予 約

―宮市平和 IT日 029
不 要

参lD費 300円 (コ ーヒーイヽ )0曲 500円 (カ ラオケ代)

木 日 祝を除く毎 日

午後 1時～6け
カラオケを通しての交流 健康ft持

〈おてかけ広場一覧〉

開催が不定期 または予約が必要な広場については 事前に各おてかけ広場に直接お尋ねください
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おでかけ広場取材記
N054 年輪ばぅむ

平成29年 11月 22日、今回おてかけ広場
取材llが取材場所に選んだのは、大不0町にある
年1高はぅむです.閑趙な場所に建1/7jを構える落
ち言いた努囲気の広場です.出迎えてくださっ
たのは実顔の素敵な二人の女性スタッフ.ここ
で私たちは、2018年の干支である犬のちりめ
ん細工作りにll戦 しました。

▲唯―の男性参加者て,
楽しそうですね !

とでも

▲女性陣はさすが経験者とtヽ うた
lT子です

▲こちらがお手本です
|        かついく出来ています

市をカットしたり、縫いしろ線を3くなど、
スタッフの方が準備してくださっているので
あとはltiう だけ |… と思つていたのですが ち
りめんは滑りやすいので 縫うのが難しい 1普
段、金|と糸を持つことのない取材l‐悪戦苦闘
しました。一方、参加者の方々は手慣れた様子
であっという間に仕上げていきます.

また、日と耳、しつぼのl~置で印象rJ変ゎる
ので、みなさんこだわって付けていました.

ちょつと失敗してもスタッフの方が手直しを
してくださるので お裁縫が苦手ならでも安心
です。当日は男性の方も参加されていました。

集中して性業した
あとは、コービーと
おやつてホッと―息.

和気あいあいとした
雰囲気て、実顔が絶
えない空間でした.

作うに作品をもらうことができるので普言B事警309gそ権ζE霧事艦

全ligィ諮言F準ンサら「中 

「::
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年輪ばぅむは 自分たちの活動を広く地i或の方に,0ってほし
いという目いから「おてかけ広場Jに中請しました 索叡な空
間を提供し 応しを感してもらうことで もか温まるような場
所づくりを目指しています 家に閉じこもりからになつたり
孤立してしまいがちな高歯,者の方々が 達成感や満足感を得て
気持ちが豊かになつていく そんな場所です。たとえ上手でな
くても一生懸命 楽しく取り組むことが大切です
今回のちりめん細工制件でも男性の方が楽しく参力0されたり

記知症のんでもユ|を持てば上手に11業をされたりと みんなて
楽しむことができる場所です
興味をも′これた万はせひお越しください |お待ちしておりま

す !

年輪ばうむ

7で

=二
三 J

年1今ばうむスタツノよつ

‐

“

手1 洋布の飾り 手作り雑貨 絵手紙など

|  |     |  |:     |
||        |                   |

月2回

午前10時～正午
※詳細はお尋ねください.

年輪はぅむ
(大和町於保

2508-1)

200Fl(お 茶
お菓子代)

詞作費として
実費負担有

電話 o585
523280

要

サ広場を募集しています 1

地域の方々と元気を分け合いませんか?

おでか

■t'者0みなさんが
`主

みなれたltJ,で t■かに生さがtヽ をもつて生活rきるよぅ 増,のみ●さんか

,肇に,iち 写1■る1キ 島主■●

^テ
の

'「

おでかけ|●場Jを号■しています

以下の ,― :● il●■年■)うち、2T■ ■●11=●● 1■

Hビ (予定),る ■とか″::て J‐

来ただし地●のコ竜遇動日的に「ふし判断しま,

い 司合し先】―宮市福祉吉「高年福祉謀 電話 :0586 28 9151

,生きがいをもつて活動てきる場所であること。

,,地域に開かれた 気軽に参加できる場所であること。

■1地域の住民のつながりや交流が生まれる場所であること.

|1健康づくり、介護予防、閉じこもり予防0ための活動が実施されている場所てあること。

0憩いや安らきが実感てきる場所てあること。
＼政治・

1宗教的活動や公序良俗に反するものなどにつtヽては認定■れません
来「おで,ナE刷 [認定されて0実際に活動してtiなかったり ‖定要■を満たさなくなoた■合は

認定を取り消します
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