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---------------------------------------------------------- 申し込み用紙 FAX ----------------------------------------------------------- 
ボランティアのつどい 
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朝日村 

           
99- 

各種講座申し込み      朝日村社会福祉協議会 電話 99-2340 FAX 99-2733  担当  北沢 

 

※講座の参加においては、必ず申し込みをしてください。また、来館前の検温や、マスクの着用など、コロナウイ

ルス感染対策にご協力をお願いいたします。なお感染の状況によって中止になる場合もあります。 

各種講座は村内にお住いの概ね 60 歳以上の方を対象とした健康な身体づくりや、仲間づくりを目的とています。ご参加お待ちしています。 

＝新！健康運動講座＝ 
参加費：200 円  
持ち物：水分補給の水 タオル セラバンド 運動靴 
     （※セラバンドは会場で購入できます 600 円） 

9 月健康イス体操  

有酸素運動で体も頭もすっきり認知症予防！ 

日程：9 月 5 日（月）えべやかたくりの里 
9 月 28 日（水）中央公民館講堂 

  午前 9：30～11：00 

講 師：西山知花さん 健康運動指導士 

10～12 月「ゆるっとヨガ」（全 6 回） 

呼吸法や、瞑想法で身体の内側から元気になろう 

日時：10 月 12・26 日（水） 
   11 月 9・30 日（水） 
   12 月 14（水）・26 日（月） 

午前 9：30～11：00 

 会場：中央公民館講堂又はえべやかたくりの里 
講 師：宮沢香凛さん ヨガインストラクター 

初めての方、体が硬い方大歓迎です！是非体験

してみませんか。 

 

福 祉 の つ ど い～思いを寄せ会う～ 

第２弾 お茶によばれましょや！ 
村内 5 地区に分散して「お茶によばれましょや！」を開催します。 
どうぞ、ご近所で声をかけ合ってお出掛け下さい。 

・時間：１０時～１２時 （全地区共通） ・参加費：100 円 

地 区 日 程 場 所 

小野沢地区 ９月 12 日（月） 小野沢公民館 

古見地区 ９月 26 日（月） 古見集落センター 

※事前申込不要どなたでもご参加いただけます 
 

高齢者ふれあい学習  

日程：9 月 16 日（金）午後 1：30～２：３0 

「心と体がよろこぶ体操！」 
椅子に座ったままで出来るリズム体操やストレッチで心も体

もリフレッシュしましょう。 

会 場：マルチメディアセンター   参加費：無料 
講 師：小林美穂さん NPO 法人 CFM 実行委員会代表・健康運動指導士 

持ち物：水分補給の水 汗拭きタオル 

家庭介護教室 

老人ホームってどんなところ？ 
～施設の選択は？料金は？高齢者施設について学ぼう～     

日時：９月 28 日（水）午後 1：30～3：00 
講師： 杉澤直彦さん 老人保健施設まほろばの里 

   堀山文代さん グループホーム朝日新明館 

   平林一也さん 地域密着型介護老人福祉施設夢の里朝日 

会 場：えべやかたくりの里   参加費：無料    
対象者：介護者や、介護保険施設に関心のある方 
内 容：高齢者施設について、特徴や入所に必要な要件 

、利用料などについて話を伺い、自宅で介護を続け 

ながら上手な施設の活用方法について学びます。 
 

和洋のお惣菜づくり ～旬の食材を使って～ 

日程：９月２日（金）１０月７日（金）9：30～11：00 
講師：朝日村食生活改善推進員 
会場：中央公民館調理室 
参加費 200 円 
材料費 300 円 
  
  

メニュー 
9/2・塩サバの減塩香味焼 
     ・人参のグラッセ他 
10/7・鮭のチーズコロッケ 
  ・しめじと玉葱のポン酢和え 

再彩クラブ ゆっくり運動  

9 月テーマ：腰の痛みを和らげよう 
日程：9 月 5 日（月）えべやかたくりの里 

9 月 21 日（水）中央公民館講堂 
※会場をお確かめの上ご参加ください。 
時 間：午後 1：30～3：00 参加費：２００円 

講 師：羽多野美映さん 理学療法士 

 

あさひさんでい講座 やわやわ体操 

テーマ：足の不調改善（膝痛・だるい・つる） 
日程：9 月 9 日（金）中央公民館講堂 
    9 月 20 日（火）マルチメディアセンター 

  午前 9：30～11：00 
※会場をお確かめの上ご参加ください 

参加費：200 円 

講師：永井肇さん 整体師、健康運動指導士 



月 火 水 木 金

5 6 7 8 9

午前 新！健康運動講座 ミニデイサービス ミニデイサービス
あさひさんでい講座

やわやわ体操

午後 再彩クラブ　ゆっくり運動

12 13 14 15 16

午前 お茶によばれましょや
（小野沢地区） ミニデイサービス ミニデイサービス

午後 高齢者ふれあい学習

19 20 21 22 23

午前 ミニデイサービス

午後 再彩クラブ　ゆっくり運動

26 27 28 29 30

午前 お茶によばれましょや
（古見地区） ミニデイサービス 新！健康運動講座 ミニデイサービス ボランティアのつどい

午後 家庭介護教室

10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日

午前 ミニデイサービス ミニデイサービス 和洋の惣菜つくり

午後 再彩クラブ　ゆっくり運動

休館日
・ミニデイサービス
・あさひさんでい講座
やわやわ体操（AM）

休館日

えべやかたくりの里 電話99-2340 ＦＡＸ99-2733（担当：宮嶋・北沢）

新型コロナウイルス感染症の対策を行いながら、施設利用（貸館・貸し部屋）、各種講座を開催しています。今
後の感染症の状況により、貸館の休止や講座を延期することもありますのでご承知おき下さい。

無理なく、あなたらしく「できること」が誰かの役に立つとしたら それがあなたの「生活の楽しみ」のひとつになる

朝日村ボランティアのつどい

コロナ感染症により、ボランティア活動や仲間同士の交流も長い自粛を余儀なくされて来ました。今回は予防対策
と活動を両立しながら、ボランティア活動を再スタートするにあたり、もう一度、ボランティア同士の関係を構築し
仕切り直す機会とするため交流会を企画します。また、新たにボランティアを始めてみたい、興味のある方の参加も
お待ちしています。お気軽にご参加ください。

日時 9月30日 （金）9:50～12:00

場所：朝日村ゲートボール場 対象：どなたでもご参加いただけます

内容
9：30～ 受付

カラフルなスカーフをお配りします
9：50～ 開会式
10：00～ 『ノリノリで行こうよ！』

簡単リズムダンス
～休憩～ （コーヒータイム）
11：00～ 歌声喫茶 「秋の歌」
11：45～ ボランティア紹介
12：00 閉会 軽食をお持ち帰り

※軽食の注文がありますので電話・FAX・メールにて
事前にお申し込み下さい。 しめ切り 9月21日

申込問合せ：朝日村社会福祉協議会

担当 百瀬 電話99-2340 FAX99-2733

主催：朝日村ボランティア連絡協議会 朝日村社会福祉協議会

ボランティアのつどい
参加申込QRコード⇒

10月開催予定
高齢者ふれあい学習 日程：10月21日（金） 午後1：30～３：00 会場：中央公民館講堂

「世界で話題のこんまり流お片づけ講座」講師：宮澤明美さん こんまり流片づけインストラクター

男性限定運動講座 日程：10月～令和5年2月まで 全10回 詳細は来月号でお知らせ
毎月第2・4金曜日午後1：30～3：00を予定
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