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ー地域と人をつなぐ コミュニティサロンー 

＊＊＊「ひだまり」は皆がホッくつろげる“民間の公民館”です。     

飲食・物販・イベントの他、「NPO法人志民アシストネットワーク」と連携し、地域支え合い活動やよろず

相談などにも取り組み、「自己実現」「いきいき暮らす」「社会貢献」のための活動をしています。＊＊＊ 

ひ だ ま り 通 信 
VOL－１９９（隔月１回発行） H２８、１１月、１２月号 

関連団体＜NPO法人＞ 

 志民アシスト 

   ネットワーク 

【ひだまり】 
 営業日 

 月曜日～金曜日 

 受付時間： 

  午前10時～17時 

  定 休日： 

 土曜、日曜、祝日 

 ★苔玉&ミニ盆栽教室   

   １１月はクリスマス仕様の苔玉 
 

 ○日 時：奇数月に１回、第４木曜日  

      １１月２４日（木） 
           １０時半～１２時 

 〇講師料：８００円 
      （＋材料費700円～1500円程度） 

 ○講 師：攝待（せったい）幸子さん  

 ○定 員：６名 
 

＊苔玉やミニ盆栽の基礎、応用、

楽しみ方、管理方法などを始め、

屋外観景会も計画しています。 
 

 今回は、ゴールドクレストを

使った、クリスマス仕様の苔玉を

作ります。 

 材料の都合上、４日前までに予

約してください。 

 寒さが本格的になって、あっと

いう間にもうすぐ年末ですね！

年々ますます月日の速さを感じま

す。一日一日無事に過ごせること

の幸せを感じながら、何かもう一

つ年末までにやっておきましょう

か…。    

 ★毎月２回、第２，４水曜日午前  パソコン初級教室 
   ハガキや用紙に文字やイラストを入れてみよう 
 

 文字を変えたり、イラストや写真を入れたりして、絵手紙を作ります。 

 これを応用して年賀状が作れるようになるといいですね。要予約 
  

 ○日 時：11月9日、30日（23日が祝日のため）、12月14日  午前10時半～12時 

 ○参加費：１０５０円（テキスト等がある場合には実費がプラスとなります） 

 ○講 師：吉田健一さん 

 ○ご自分のパソコンをお持ちください。（ない場合には、ひだまりにおいてあるパソコンを使用します） 

 ★自分でできる健康促進 

 「セルフケア 初級お灸体験教室」 
 

 ○日 時：１１月１４日（月） 

      １０時半～１２時 

 ○参加費：１５００円  

 ○定 員：５名 

 ○講 師：後藤健太郎（ケイズ鍼灸治療院院長） 
 

 自分の健康維持には日頃からの養生が大切。い

つまでも健康で元気な体を維持しましょう。自分

でできるセルフケアの「お灸体験教室」です。 
 

 ●もぐさ作り 

 ●お灸のツボ探し 

 ●お灸効果体験 
 

 鍼灸師があなたの体に合っ

たお灸を教えます。 

 冷え性・腰痛・頭痛・耳鳴

りに効果抜群です。ご予約ください！ 
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<11月＆12月の教室・講座1> 

○囲碁教室  男女問わずどなたでも！ 

         11/11,25 12/9（金） 
  （毎月２回、第２、４金曜日ですが、12月は1回） 

・時 間：午後２時～４時  

・参加費：８００円 

・講 師：益子保さん 
        （アマ５段） 
 

 

      まったくの初心者でも丁寧にお教えします。  

  随時、参加できます、 

○着付け教室     11/15  12/20（火） 

（毎月１回、原則第３火曜日ですがそれ以外の日でもOK）  
 

・時 間：午後１時～３時 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：五十嵐愛子さん 
 

 お一人お一人丁寧にお教えしま  

 す、販売は一切ありませんので、 

 ご安心ください。  

○切り絵教室   

       11/8,22 12/13(火）  
（毎月２回、第２．４火曜日ですが１２月は１回） 
 

・時 間：午後１時半～３時半   

・参加費：１，１００円  

・講 師：小川利明さん 
 

 カッターで切る楽しさが広がり 

 ます。初心者大歓迎 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

随時 参加者募集 

〇布ぞうり作り講座  

      11/10,24 12/8,22（木）  
（毎月２回、第２，４木曜日 ） 
 

・時 間：午後１時半～４時 

・参加費：８００円 
    （初回材料費1100円別途） 

・講 師：渡辺さん 
 

  

浴衣などの布を使ってステキな布ぞ

うりを作りましょう。手作り台を使

用するので、楽に仕上げられます。 

〇初心者大正琴教室 
          11/9,30 12/14 (水） 

 (毎月2回、第2,4水曜日ですが11月は第5,12月は１回） 
 

・時 間：午後１時半～３時 

・参加費：１，０５０円   

・講 師：渡辺さん 

・定 員：６人 
 

初心者向けの曲からじっくり練習します。 

大正琴は貸出ししますので、予約してください 

☆手相教室＆セラピー  毎週金曜日午後１時３０分～４時  要予約 
 手相を見ていただくだけでなく教室としてノウハウを学べます。セラピーは15分1000円、教室は1時間3000円 

＜苔玉&ミニ盆栽教室＞   11/24(木） 
  (奇数月１回、第４木曜日） 
 

・時 間：午前１０時半～１２時  

・参加費：講師料800円＋材料費700～1500円 

・講 師：摂待(せったい）幸子さん 

＊要予約 材料をそろえる都合

上、４日前までに電話のこと。 
 

 １1月はクリスマス仕様でゴール

ドクレストの苔玉を作ります。 

○羊ちゃん編み物教室  

        11/17  12/15(木) 
（毎月１回・第３木曜日）    
 

・時 間：午後1時半～3時半 

・参加費：８００円 
           （材料費別） 

・講 師：井上容子さん 
 

  自分の編みたい物もOK 

○絵手紙教室    11/21 12/19(月）  
    (毎月１回、第３月曜日） 
 

 午前でも午後でもOK    

・時 間：１回目＝午前１０時半～ 

     ２回目＝午後１時～  

・ 参加費：１，０５０円（材料費別） 

・講 師：篠田政一さん 
 

  へたでいい！へたがいい！ 

 要予約 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12nesl0gs/EXP=1455179478;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU3RpVkVfR1ctdjRYRjZxYVphazJkM0RMR29JT3ctaVY4R3ZyUVRIY0l1Q1VmdHBJQml0NHNKdmcEcAM1cS5iNTdPNElPT0NwT09EcWVPQ3VlT0RpQ0RuaEtIbWxway0EcG9zAzUzBHNlYwNzaHcEc2xrA
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12jq939g8/EXP=1455179599;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUmFqWkdTRkJLeG92QWExYnQ3LWRiZ0lmZlpabkpLbGkyaXZEdEFXOWtKcGl4NWVhMThwUjNRb3cEcAM1NTJBNUx1WTQ0R1JJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUNEbmhLSG1scGstBHBvcwMyNQRzZWMDc2h3B
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL6fwcxhXPTkAQEAdOfx7/SIG=121ndkkhj/EXP=1461306736/**http%3a/putiya.com/sport/c_igo/igo_1_r3_c2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivbjGfRhXZnEAECkdOfx7/SIG=1210b618q/EXP=1461309254/**http%3a/illust-imt.jp/archives/008876.smpl.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivdDv9MRXkAcABiwdOfx7/SIG=1294fut5n/EXP=1472611951/**http%3a/www.sozai-bank.com/illust/plant_aut/kikyo2.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivdDv9MRXkAcAFCwdOfx7/SIG=1253ps784/EXP=1472611951/**https%3a/flowerillust.com/img/flower/cosmos016.jpg


                          

              

○アロマ・リラックス軽体操講座  

               11/18  12/16（金） 
（毎月１回、第３金曜日） 
  

・時 間：午前１０時半～１１時４５分 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：原田愛美さん 
 

 アロマの香の中でリラック

スし身体をほぐします。 

○歌声カフェ          11/7 12/1(木） 
 （毎月１回、第1木曜日ですが１１月は第１月曜)               
 

・時 間：午後１時半～３時 

・参加費：８００円 

・講 師：鈴木美幸さん 
 

 唱歌や童謡、歌謡曲などを楽    

 しく歌いましょう。男性も大歓迎

○初級英会話      12/14（水） 

  （毎月１回・第４水曜日ですが、１１月休み１２月は第２）  
 

 ・時    間： 午前１０時半～１２時   

・参加費：１回１，０５０円                        

・講 師：香取泉さん  
 

 初心者歓迎、海外に行った時シ買

い物や観光ができるように学びます 

☆フットマッサージ （リフレクソロジー） 
   

・料  金：２，５００円 

・セラピスト：関純子さん 
 事前に予約ください 
 

☆美顔エステ  
・料金：マッサージ＝３，０００円  

・超音波＝３，５００円 

・エステティシャン： 

           岩崎かほるさん   
 

 化粧品等の販売は一切なし。 

 

＜11月＆12月の教室・講座2＞ 随時、受講者募集中 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

要予約 

○アロマ＆フットケア教室 

            11/11  12/9（金） 
(毎月１回、第２金曜日） 
 

・時 間：午前１０時半～１２時  

・参加費：１３００円（材料費込） 

・講 師：関純子さん、斉藤愛さん   
  

 

アロマセラピーを使って、健康や美容に

役立つクラフト作りと、健康維持にも大切なフット

ケアについてのお話。自身のお好きな香りも見つけ

ましょう。 
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○「予防医学」体操 11/25  (金） 

 （毎月１回、第４金曜日ですが12月はお休み） 
 

・時 間：午前１０時半～１１時半 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：宮林清子（セラピスト） 
  お気軽にご参加ください 

○ベビーマッサージ講座 11/30 要予約    
 （毎月１回）             
 

・時 間：午前１０時半～１２時 

・参加費：１，２００円 

・講 師：森 知佳さん 
 

 マッサージで親子のコミュニケーション 

○セラピー教室   第1（水）第3(木） 
   （毎月２回 第１水曜日、第３木曜日） 
 

 ☆11/2、12/7（水） 

・時 間：午後１時半～３時 
 

 ☆11/17、12/15(木） 
・時 間：午前１０時半～１２時 
 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：丸井節子さん 
 

 アートセラピー、色彩心理学、箱庭療法、コラー

ジュなどを学びスキルや分析力も身につけましょう 

○初級パソコン教室11/9,30 12/14(水）  
 （毎月２回、第2,4水曜日ですが11月は第5)    
 

・時 間：午前１０時半～１２時 

・参加費：１，０５０円 

・講 師：吉田健一さん 
 

第１回目は、「絵手紙を作ろう」ということで、楽

しみながら写真やイラストを取り込むやり方を学び

ます。予約は不要です。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RinFq8KSBXYxEArDUdOfx7/SIG=12c2qk8vs/EXP=1461812028/**http%3a/blog.menta.jp/wp-content/uploads/2013/11/kawa.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RivQJe9MRX5GkAEgEdOfx7/SIG=12i3mko3m/EXP=1472611806/**http%3a/www.kidslife-navi.com/01-kids/eikaiwa/img/eikaiwa02.jpg


                          

              

＜11月のスケジュール＞ 

ひだまりカルチャー 予定表 
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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜
  1 2 3（祝） 4 5 

 

 

 

      

 

 

〇セラピー教室 

 １３：３０～１５：００ 

 

○歌声カフェ 

  

   

休 

6 7 8 9 10 11 12 

 

 

休 

○歌声カフェ 

 １３：３０～１５：0０ 

 

 

〇切り絵教室 

 １３：３０～１５：３０ 

 

 

○パソコン教室 

 １０：３０～１２：００ 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００ 

○アロマ＆フットケア 

 １０：３０～１２：００ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

   
休 
 

13 14 １5 １6 １7 １8 19 

 

 

 

休 

 

●初級お灸教室 

１０：３０～１２：００ 

  

 

      

○着付け教室 

 １３：００～１５：００ 

  

   

 〇セラピー教室 

 １０：３０～１２：００ 

○羊ちゃん 

 １３：３０～１５：３０ 

   

○アロマリラックス 

 軽体操 

 １０：３０～１１：４５ 

 

 

    

 

休  

20 21 22 23（祝） 24 25 26 

 

 

休 

○絵手紙教室  

 ①１０：３０～ 

 ②１３：００～ 

 

○切り絵教室 

 １３：３０～１５：３０ 

 

 

○パソコン教室 

〇大正琴教室 

 

 

○苔玉教室 

 １０：３０～１２：００ 

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００      

○予防医学体操 

１０：３０～１１：３０ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

  

 

 休 

27 28 29 30           

 

 

  ○ベビーマッサージ 

 １０：３０～１２：００ 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

  

 

 

 

 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

●お茶の間サロン 

  西川口公民館 
 １３：３０～１５：３０ 

まめ知識 

                【健康の基本は朝食から！】 
 

                   近年、ライフスタイルが多種多様になり食生活もマチマチです。 

          朝食抜き、過食、無理なダイ エットなどの食習慣の乱れが問題になっています。栄養  

         バランスの乱れは健康を損な い、様々な生活習慣病の原因にもなります。健康の基本  

          は朝食から！朝は時間がない ・食べるより寝ていたい ・食べる気がしない などの 

                   理由で朝食を抜く人が増えていますが１日の始まりは朝食からです。 
 

朝食を食べないと 

・脳が目覚めない＝脳の唯一のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖の不足は脳の働きを   

  鈍らせ、集中力が無くなります。 

・元気が出ない＝朝食は眠っていた時に下がった体温を上昇させ、１日の活動をスタートす 

  るための体を整える。 

・太りやすくなる＝朝食を抜くと、１日に２食になり、お腹が空いて次に食べる時に沢山食べる事 

 になり肥満の原因になります。 

・胃に負担をかける＝朝食は空の胃を守り、胃酸分泌を調整しますが,,空の状態が続くと胃を荒らしてしま 

  います。 
 

 まずは「何も食べない」にひと工夫。バナナ１本でも。ヨーグルト１個でも、おにぎり１個でも食べて頭と

体を目覚めさせましょう。                                       はんど いん はんど・管理栄養士 佐藤玲子 

○パソコン教室 

 １０：３０～１２：００ 
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＜１２月のスケジュール＞ 

ひだまりカルチャー 予定表 
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★パソコン個別で教えます 

  希望の内容に対応ＯＫ！ 
 

 

 パソコン、携帯電話、 

スマートフォンなどの使い方

や、インターネットの活用法、

写真の整理などなんでもOK！ 

 ・１時間＝２，０００円 

 事前予約で個別対応自宅へもOK（交通費実費） 

ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜

    １ ２ ３ 

 

 

 

 

 

  

  

○歌声カフェ 

 １３：３０～１５：００ 

  

休 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

 

 

休 

 

 

 

 

 

 ○セラピー教室 

 １３：３０～１５：００ 

 

  

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００  

 

 

      

○アロマ＆フットケア 

 １０：３０～１２：００ 

○囲碁教室 

 １４：００～１６：００ 

 １３：３０～１６：００ 

   
休 
 

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

 

 

休 

 

 

 

  

 

 

 

 

○切り絵教室 

 １３：３０～１５：３０ 

○パソコン教室 

 １０：３０～１２：００ 

○英会話 

 １０：３０～１２：００ 

〇大正琴教室 

 １３：３０～１５：００ 

○セラピー教室 

 １０：３０～１２：００ 

○羊ちゃん 

 １３：３０～１５：３０ 

○アロマリラックス 

 軽体操 

 １０：３０～１１：３０ 

 

    

 

休  

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３（祝） ２４ 

 

 

休 

 
 

○絵手紙教室  

 ①１０：３０～ 

 ②１３：００～ 

 

 

          

○着付け教室 

  １３：００～１５：００ 

 

 

 

       

   

 

      

 

 

 

〇布ぞうり 

 １３：３０～１6：００ 

      休 

○予防医学体操 

  お休み 

○囲碁教室 

  お休み 

  

  
 

 

休 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

 

休 

 ○切り絵教室 

  お休み  

 

  

○パソコン教室 

  お休み 

〇大正琴教室 

  お休み 

 

 

 

  

 

 

 

 お話お聞きします！ 

  「でんわ☎相談」 
 

 困りごとや悩みごとがあるとき

に、とにかく話を聞いてほしい…、 

どんなことでも気軽にお電話くださ

い。 

 月～金曜日までの10時～17時 

 専用電話＝０４８－２５０－５８０７ 

                  担当：山田 

 

●お茶の間サロン 

   西川口公民館 
 １３：３０～１５：３０ 

年末年始休み  12/29～1/4 
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 今年も、皆さまか

ら 頂 い た“ま ご こ

ろ”をお届けしに、

１０月１５日からネ

パールに行ってきま

した。 

 ネパールといえ

ば、昨年４月２５日

に発生したネパール

中部地震によって、犠牲者は9,541人に達し、負

傷者は17,838人、人道支援を必要としている人が

800万人を超える被害があったことは、記憶に新

しいところだと思います。 
 

 昨年１１月に行ったときは、カトマンズの街中

には瓦礫の山があちらこちらに見られ、広場の仮

設テントで生活する人たちが相当数いましたが、

１年半経った現在のカトマンズは、目立った仮設

テントは撤去されており、道に放置されていた瓦

礫もだいぶ片づけられていました。 

 そうはいっても街はもともと建てかけの住宅や

ゴミが散乱していたりするので、どこまでが地震

の被害なのかそうでないのかはよくわかりません

が…。 
 

 世界遺産の

建物群の修復

はまったく手

つ か ず で す

が、エベレス

トやヒマラヤ

へ向かう道は

全面的に開通

したので観光

客は戻りつつ

あり、以前のような活気が出てきています。 
 

 ただそれは見た目だけで、現地の方にお聞きす

ると、政府の支援体制は相変わらずあてにならな

いため、仮設住宅はなく、現在でも仮設テントで

生活している方々

がまだ２万人ほど

いるとのことで、

地方から出てきた

被災者は故郷へ帰

れる目途も経って

いません。 

 また自力で家を

建 て 直 す 場 合

も、とりあえず

と、また同じ掘っ立て小屋のような家を建てる人

も多いそうで、まだまだ課題が山積しています。 
 

 今回、私たちが表敬訪問したのは、カトマンズ

近郊のチャン

ド ラ ギ リ・ム

ニシパリティ

というところ

にあるチャン

ド リ カ 小・中

学 校 と、そ の

分校で山の頂

上付近にある

チャンパ小学

校です。 

 この二つの小学校の合計３００人に、現地で購

入したノートや鉛筆の文房具が入ったハッピー

バッグや、こちらから持って行った髪飾り、万華

鏡、長縄とびをお渡ししました。子どもたちの、

はかみながらも本当にうれしそうに受けとってく

れる姿が印象的でした。 
 

 後日、パタンで長年ボランティア活動に励んで

いる上村義治さんの「おたすけ隊」の事務所を今

年もお尋ねし、支援金１０万円をお渡ししまし

た。 

 上村さんは「震災から１年半が経ち、支援の内

容も急場の物

資支援から長

期の支援に変

わってきてい

ます。現在、

子どもたちの

教育の基金の

ようなことが

できないか検

討しています

ので、それに役立

てさせていただきます」と話していました。（こ

れまでの活動、これからの活動については、折に

触れ通信にご紹介します） 
  

 ひだまり＆志民ア

シストネットワーク

で は 引 き 続 き、ネ

パールの支援を行っ

ていく予定です。 

 どうぞ、皆さまの

ご支援＆ご協力をお

願いします。 

 ネパール訪問報告       山田たみこ 

 被災し壊れたままの民家 

山の上の小学校から眼下を望む 

文房具３００セットを贈呈 

ハッピーバッグを手に… 

チャンドリカ小学校の子ども達 

感謝状を受け取るメンバー 



                          

              

【2016年度 今後の予定】 

１１月１５日（火）午後１時３０分～３時３０分 

  内容   学び・体験  手作りしてみよう（一閑張
いっかんば

り） 

             楽 し む  津軽三味線を楽しむ 
  

そして、お茶をしながら皆さんでおしゃべりしましょう

困りごとや悩みごとの相談にものります 

⇒（当団体のスタッフが対応、必要であれば専門家につなぎます） 
  

  ＊参加費：２００円 (飲み物、資料等）    ・予約は要りません 

ひだまりサロン 

主催：NPO法人 志民アシストネットワーク（コミュニティスペース・ひだまり） 

問合せ：☎ 048-250-5587 

毎月第3火曜日開催 楽しむ
 

学ぶ
 

どなたで
も参加

出来ま
す 

会場：西
川口公

民館 

近くて少し遠かったご近所さんがここで出会うと、顔見知りから顔なじみになって 

お互いに気にかけ合う。そして、「ここに行けば何とかなる！」そんな場所がひだまりサロン

です。楽しく学んで、おしゃべりして、ご近所さんの輪を広げましょう！ 

12月20日（火）13：30～15：30 知っておきたい葬儀とお墓の話、昔あそび 

1月17日（火）13：30～15：30 手作りしてみよう（コースター）津軽三味線 

 2月21日（火）13：30～15：30 認知症予防音楽体操、みんなで歌声広場 

3月21日（火）13：30～15：30 手作りしてみよう(毛糸でたわし)、津軽三味線 

＊この事業は、川口市社会福祉協議会の「ふくしのまちづくり助成金」を受けて実施しています。  
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ひだまり＆志民アシスト事務局 
          

 川口市西川口5－2－1ー106 
 

【ひだまり】  

 TEL 048-253-6306 

【安心おとどけ隊】  

 TEL 048-250-5587 
  

ホームページ 
http://www.hidamari-net.jp 

メールアドレス   

 shop@hidamari-net.jp 

 【編集後記】 
 今回のネパールでは、南部のインドとの国境付近に

位置する世界遺産のルンビニ村に行きました。ルンビ

ニは釈迦仏陀（ブッダ）が生誕した聖地で、世界中の

仏教徒の重要な巡礼地となっています。ブッダの生母

マヤ夫人が出産の前に沐浴し、産湯にも使われたとい

われる池もあります。池のほとりには大きな菩提樹が

あり、巡礼者が瞑想や説法をしたりと思い思いに過ご

しています。遠く２５００年前に思いを馳せ、心がす

がすがしくなる気がしました。このほかネパールに

は、中世の街並みが残るカトマンズ盆地、チトワン国

立公園、エベレスト山を有するサガルマータ国立公園

の世界遺産があります。どこもすばらしい場所です。

機会がありましたらぜひお出かけください。（ｙ） 

Page  8 ひだまり 電話：０４８－２５３－６３０６ 

いろいろインフォメーション  

  

 

 

 

 

 

 

●ひだまりでは随時、１，５円の寄付、書き損じハガキの

他、リユース用の日用雑貨、バッグや靴、アクセサリー、

衣類などを、月～金曜日までいつでも受け付けています。 

ぜひご協力をお願いします！取りにも伺います。 

 ＜ひだまり 無料よろず相談会＞  
 

  随時受付します！（ただし要予約） 
 

         

＊それぞれの専門家が

対応します。 

まずは電話でご予約

後、日程を調整。まず

はひだまりへご連絡く

ださい。 

 

    困った時のお手伝い「安心おとどけ隊」サポーター募集！！ 

    特に資格や技術は要りません、男性大歓迎、どなたでも登録ください 
 

 「安心おとどけ隊」では、お掃除や食事作りをしてほしい、病院へ行きたいので付き添い

がほしい、草むしりや簡単な修繕をしてほしい…など、介護保険ではできないことをお手伝

いしています。 

 サポーターは、地域の元気な方々であれば、年齢や経験、資格などは一切問いません。 

 都合のいい曜日や時間でOK。説明をさせていただきますので、まずはご連絡ください。 

 

 

 
 

 ＊＊＊詩、俳句、短歌、失敗談などをお寄せ下さい！！＊＊＊ 
 

 読者の方々から、詩や俳句、短歌、川柳、失敗談や夢を綴ったエッセーなど、なんでもけっこうですの

で、どしどしお寄せ下さい！ひだまり通信でご紹介します。匿名でもOKです！ 
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