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社協だより

「福祉わくや」

第119号～第121号

おらほのふれあいレポ

掲載記事
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「お茶っこのみ会」 ７月２日（土）

　雨が心配される日で、麦刈りの作業があったり、予
定より少し少ない人数でした。
　しかし、盛り上がりは最高で、ゲームやクイズ、体
操を行い、「心と体がリフレッシュできた」との言葉
をいただきました。準備していたお菓子とお茶だけで
はなく、それぞれの持ち寄りで、テーブルがいっぱい
に！短台区お母さんたちの、パワーを見ることができ
ました。

「児童館との交流　遊び場安全点検・
公園の防犯活動・流しそうめん会」

７月10日（日）

　あいにくの天気のため、大人による、公園の遊具安
全点検と防犯点検を行いました。遊具の安全性や防犯
に対する意識が身に付いたと思います。
　また、食育と親睦を兼ね、流しそうめん会を実施し、
児童や保護者の方々と一緒に、有意義な交流会を行う
ことができました。
　室内での昼食会でしたが、子どもたちの食欲のすご
さに驚かされました。来年も、このような交流ができ
るようにしたいと思います。

「お茶っこのみ会（脳力アップ倶楽部）」 ７月９日（土）

　あいにくの雨模様で、集まりが悪いのではないかと
心配しましたが、いつもどおりの参加がありました。
手指体操とゆび編みを行いましたが、はじめはなかな
かうまくいきませんでした。しかし、徐々に上手に
なり、熱中する姿も見受けられました。「指の運動は、
脳の体操になるから、何度もやってみるといいね」と
いった話もあがりました。
　最後は、音楽に合わせて体操し、そうめんやお菓子
を食べながら、楽しくおしゃべりをし、充実した時間
を過ごしました。

短台区

黄金区

６ 区
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「お茶っこ飲み会（脳力アップ倶楽部）」７月23日（土）
　歌を唄ったり、頭の体操、身体の体操や色々なお話
を聞き、大変盛り上がりました。また、脱水症状など
については、大変参考になりました。
　参加した人たちからは、「もう一回ぐらい、企画し
てほしい！」との声があり、大変好評だったため、現
在打ち合わせを重ね、調整しています。
　また、行うことになった際には、地域の皆様に参加
していただきたいと思います。

「敬老お祝い会」 ９月16日（金）

　地域で敬老会をお祝いしようと、案内したところ、
たくさんの方々に出席いただきました。
　輪投げゲーム大会では、みなさん、互いに「頑張れ！」
と声をかけあったりして、楽しんでもらいました。上
位３名様には、賞品を差し上げ、大変喜ばれました。
　その後、歌を歌いながら手と足を動かしたり、お手
玉を使ってレクリエーションをしたりと、真剣に、時
には、大笑いしながら、盛り上がりました。
　帰りには、「お祝いしてもらって、ありがたいね」
との言葉を聞くことができました。

「下町区ふれあいサロン」 ９月6日（火）

　今季は、台風が多く心配したのですが、お天気も暑
いぐらいで、安心しました。前日に参加者が増えたり
とびっくりしましたが、当日は、軽い体操をしたり、
クイズや歌など、真剣に取り組みました。会場には、
笑い声が響いて、楽しいひとときでした。
　また、手作りの漬物を食べたり、お菓子をつまんだ
り、「昼食をみんなで食べると美味しい」との声があ
ちこちから、聞くことができました。

箟岳区

下町区

２の２区

「世代間交流夏まつり」 
　地域ふれあい物品を借り、ゲームを行いました。は
じめてのゲームに、子どもたちは興味をもって挑戦し
ていました。また、「ラムネ早飲み競争」は、ビー玉が
邪魔で大人も苦戦し、なかなか飲み終わらなかったよ
うです。
　「流しそうめん」は、約３メートルの竹の両側に子ど
もたちが並び、流れてくるそうめんを必死に掴もうと
大騒ぎでした。
　「子どもたちの遊んでいる声を聞くと元気が出る
ね！」との声が聞かれ、もっと交流できる場を増やし
たいと思いました。

上小塚区
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「健康教室とお茶っこ飲み会」 10月8日（土）

　認知症の症状と予防について話を聞いた後、脳の活
性化を図るため、脳トレーニングをしました。グーパー
体操、変則指折り、スマヌ法を歌いながらの肩たたき、
２組に分かれ違う歌の合唱などを行いました。合唱で
は、お互い負けないように大声を出し、変な音程になっ
たことをみんなで大笑いし、盛り上がりました。
　楽しく脳トレができ、みんなの顔が明るくなりまし
た。

「10区福祉ふれあいいも煮会」 10月16日（日）

　今年のいも煮会は例年と違い、世代間交流班と一緒
に行いました。
　最高の秋晴れに恵まれました。社協職員による脳力
アップ倶楽部のおかげで、少し硬かった雰囲気も和ら
ぎ、小学生も大変賑やかでした。また、バルーンアー
トでは、子どもたちよりもおばあさんたちが夢中で楽
しそうでした。
　来年も、世代間交流班と一緒にいも煮会を行うこと
を約束しました。

「お茶っこ飲み会」 10月22日（土）

　地域の関係者と共催でお茶っこ飲み会を開催しまし
た。
　はじめに、９月、10月、11月生まれの方々に誕生
日記念品を贈呈し、みんなでお祝いをしました。その
後、「365日の紙ひこうき」に合わせて運動し、詐欺
にあわないようにオルガンの伴奏のもと「断り上手に
なる歌」を合唱しました。
　最後は、演芸大会に向け、全員参加のもと歌と踊り
の練習に励みました。歌って、踊って、笑っての楽し
いお茶っこ飲み会になりました。

城山区

10区

岸ヶ森区

長根区 「健康教室」� 10月16日（日）

　減塩をテーマにした健康教室を何度か開催してきま
したが、涌谷町はなかなかワーストグループから抜け
られないようで、今回も開催することになりました。
　実際に家で作るみそ汁の塩分を１人ひとり計り、そ
の数値を見ると驚きました。薄味のみそ汁を昼食で食
べたことで、家のものと比較することができました。
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「世代間交流パークゴルフ大会」 10月30日（日）

　澄みきった青空の下、たくさんの方が参加してくだ
さり、最高のパークゴルフ日和でした。ナイスショッ
トの後は、健康推進員の皆さんが美味しいカレーライ
スを作ってくださったので、和室でそろっていただき
ました。
　昨年はあいにくの天気でニュースポーツ大会になり
ましたが、多くの方が参加できる楽しい活動を続けて
いってほしいという声がありました。

「お茶っこ飲み会inクリスマス」 12月3日（土）

　自治会長の開会挨拶後、社協職員より「認知症につ
いて」と「笑いと健康」について、ユーモアたっぷり
なお話を聞きました。最近ニュースなどで話題になっ
ており、皆さん興味深く聞き入っていました。また、
脳トレ体操も行い、楽しく身体を動かして、笑い声が
会場に響いていました。最後は合唱とサンタクロース
のクリスマスプレゼントで締めました。

「萬福会」 11月20日（日）

　今年の萬福会は、作るものを健康推進員のみんなと
話し合い、前日から準備をしました。赤飯、具だくさ
んの豚汁、手作りの漬物、デザートにはカボチャの寒
天も作り、当日は小豆の硬さや寒天がうまく出来てい
るか心配でしたが、まあまあの出来でホッとしました。
準備の間はボランティア「パンダの会」のみなさんに
今年も協力していただき、楽しい時間を過ごしました。
　最後に、テーブルを囲んでお話をしながら、カラオ
ケを歌ったり、笑顔でお話をしたりと楽しい萬福会が
出来たと感じました。

下小塚区

吉住区

八雲区

「お楽しみ会」　 11月16日（水）

　今回はお楽しみ会として開催しました。
　まずは、ウォーミングアップの軽い体操を行い、み
んなにこにこ笑顔で楽しかったです。認知症に関する
講話では、「物忘れ」と「認知症」の違いについて、
真剣に聞きました。食事会も、久しぶりに会った地区
の友達と和気あいあい近況や世間話をしてくつろぎ、
また会う約束をしてお楽しみ会を終了しました。

11区
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「お茶っこ飲み会」 11月16日（水）

　家にばかりいると話す機会も少なくなり、笑うこと
も減ってしまいます。「笑いは健康の秘訣」というこ
とで、みんなが集まり楽しく過ごせるお茶っこ飲み会
を開催しました。　
　お茶っこ飲み会には近所の人たちが集まり、和気あ
いあい話したり、頭と手足を使ったレクリエーション
を行うことで、とても賑やかで楽しい会になりました。

「お茶っこのみ会」 12月10日（土）

　寒くなってきましたが、公会堂の中はぽかぽかでし
た。
　「しばらくだねぇ・・・」「元気だった？」など話が
弾んでいました。社協職員による手指体操やストレッ
チで身体をほぐし、カルタ取りを行いました。懐メロ
の上の句の歌詞を読み手が歌い、みんなが絵札を取り
ました。
　「今日はとても楽しかったよ！」との声には、スタッ
フ一同嬉しく思いました。寒さが厳しくなるため、風
邪を引かないよう気を付け、次回また参加しようと散
会しました。

猪岡区

黄金区

９の３区 「お茶っこ飲み会（脳力アップ倶楽部）」� 12月４日（日）
　社協職員より、認知症の講話をいただきました。参
加した皆さんは身近な内容に感じたようで、真剣に聞
いていました。その後、レクリエーションとして健口
体操を行いましたが、メロディにのせて発音するのは
難しかったようで、最後まで歌い終わると、自然と拍
手が上がりました。みんなでとても楽しく過ごすこと
ができました。

「世代間交流Xmas会」 12月1７日（土）

　アトラクションは特に行わず、わなげや射的、カー
リング、思い出かるたなどの地域ふれあい物品を社協
からお借りし、自由に行動してもらいました。物品は、
子どもたちにおおうけでにぎやかなイベントとなりま
した。
　しかし、後日参加者に感想を訊ねると、「物足りな
かった」という声も聞かれました。このような意見は
とても貴重で、企画する難しさを感じました。

１�区
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地域ふれあい物品

リスト
「お茶っこ飲み会」 2月1４日（火）

　気軽に集まり、おしゃべりやゲーム、昼食会を開催
しました。
　ゲームは、ユニークなかるた取りです。読み手がな
つかしい歌の前半を歌い、後半の歌詞が書かれた札を
探すゲームで、見つけるたびに歓声が上がりました。
また、社協職員による認知症に関する講話は、とても
身近な内容で参考になりました。
　最後の昼食会は、色とりどりのメニューで、どれも
推進員が心を込めて一生懸命作ってくださいました。

「子供達のクリスマス会」 12月23日（金）

　バルーンボランティアの協力をいただき、クリスマ
スのリース作りをしました。また、子供達が大きくなっ
たら何になりたいかを話しあっていると、みんな大き
な夢を持っているようで、とても楽しかったです。お
やつを食べているときは、小さい子供達は会館内を走
り回り嬉しそうでした。
　クリスマス会のあとは反省会を行い、次の企画を話
し合いました。

脇�区

９の１区

96



地域ふれあい物品

リスト
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