
２０１２０１２０１２０１９．４９．４９．４９．４        ＶＯＬ．２２３ＶＯＬ．２２３ＶＯＬ．２２３ＶＯＬ．２２３    

朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ 

      ふくしの“わ”ふくしの“わ”ふくしの“わ”ふくしの“わ”    
                  みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」    

    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                
                                                    福福福福    祉祉祉祉    感感感感    謝謝謝謝    祭祭祭祭    
    
                                                    あいにくあいにくあいにくあいにく小雨の降る中小雨の降る中小雨の降る中小雨の降る中    
                                                        ででででの開催での開催での開催での開催ではありましたが、はありましたが、はありましたが、はありましたが、    

１０００名近い来場者で１０００名近い来場者で１０００名近い来場者で１０００名近い来場者で､会場は､会場は､会場は､会場はおおいにおおいにおおいにおおいに    
賑わいました。賑わいました。賑わいました。賑わいました。    

    
                                                これからも、各種福祉団体の活動これからも、各種福祉団体の活動これからも、各種福祉団体の活動これからも、各種福祉団体の活動    
                                            またまたまたまた社会福祉協議会活動にご理解･社会福祉協議会活動にご理解･社会福祉協議会活動にご理解･社会福祉協議会活動にご理解･    

ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。ご協力をお願いします。    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間における        
朝日町保健福祉センター“さわやか村”の休館について。朝日町保健福祉センター“さわやか村”の休館について。朝日町保健福祉センター“さわやか村”の休館について。朝日町保健福祉センター“さわやか村”の休館について。        

                                    ４月２７日４月２７日４月２７日４月２７日((((土土土土))))から５月６日から５月６日から５月６日から５月６日((((月月月月))))まで休館となります。まで休館となります。まで休館となります。まで休館となります。    
５月７日５月７日５月７日５月７日((((火火火火))))より通常開館となりますより通常開館となりますより通常開館となりますより通常開館となりますのでご来館下さいのでご来館下さいのでご来館下さいのでご来館下さい。。。。        

                                                                    ごごごご理解･ご協力をお願いいたします。理解･ご協力をお願いいたします。理解･ご協力をお願いいたします。理解･ご協力をお願いいたします。    
    児童館･児童館･児童館･児童館･障がい者自立支援センター障がい者自立支援センター障がい者自立支援センター障がい者自立支援センター““““ほっとくらぶほっとくらぶほっとくらぶほっとくらぶ””””･地域包括支援センタ･地域包括支援センタ･地域包括支援センタ･地域包括支援センターーーーにつきましては各頁にてご確認下さい。につきましては各頁にてご確認下さい。につきましては各頁にてご確認下さい。につきましては各頁にてご確認下さい。    

      
社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 

    〒510-8102  三重郡朝日町小向８９１－５ 
朝日町保健福祉センター「さわやか村」 

 
                      ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ::::０５９－３７７－２９４１ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ::::０５９－３７７－２９４４ 

ｅ-ｍａｉｌ：ａｓａｈｉｓｈａｋｙｏ@ｃｃｎｅｔｍｉｅ．ｎｅ．．．．ｊｐ     
朝日町社協の基本理念：住み慣れた地域で安心して心豊かに笑顔で暮らし、共にたすけあう心温まる地域づくりをめざします。 

４月のリサイクル運動は･･･ 
４月１７日(水)９:００～１３:００ 
今月の出張リサイクル運動は、 
朝日ヶ丘地蔵広場(10:00～10:30) 
朝日ヶ丘公民館(10:30～11:00)です。 

ご協力を、お願い致します。 



※※※※２８２８２８２８日日日日((((日曜日日曜日日曜日日曜日))))将将将将棋教室は、教育文化施設２階棋教室は、教育文化施設２階棋教室は、教育文化施設２階棋教室は、教育文化施設２階    
    視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。    
対象者：対象者：対象者：対象者：町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方    
参加費：３００円参加費：３００円参加費：３００円参加費：３００円    当日受付当日受付当日受付当日受付(9:45(9:45(9:45(9:45～～～～))))12:0012:0012:0012:00 終了予定終了予定終了予定終了予定    

 
新年度が始まりました。新年度が始まりました。新年度が始まりました。新年度が始まりました。    
昨年度も多くの方に参加して頂きました。昨年度も多くの方に参加して頂きました。昨年度も多くの方に参加して頂きました。昨年度も多くの方に参加して頂きました。    
今年度も奮ってご参加頂きますよう、今年度も奮ってご参加頂きますよう、今年度も奮ってご参加頂きますよう、今年度も奮ってご参加頂きますよう、    

宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
遊びを通して親子が触れ合い、遊びを通して親子が触れ合い、遊びを通して親子が触れ合い、遊びを通して親子が触れ合い、    

保護者同士が気軽に話し合える場です。保護者同士が気軽に話し合える場です。保護者同士が気軽に話し合える場です。保護者同士が気軽に話し合える場です。    
    

＜実施日時＞＜実施日時＞＜実施日時＞＜実施日時＞            2019201920192019 年年年年 5555 月月月月 9999 日日日日((((木木木木))))・・・・16161616 日日日日((((木木木木))))・・・・23232323 日日日日((((木木木木))))    午前午前午前午前 10101010 時から時から時から時から 12121212 時まで時まで時まで時まで    

＜場所＞＜場所＞＜場所＞＜場所＞                    朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館    TELTELTELTEL：３７７－６１１３：３７７－６１１３：３７７－６１１３：３７７－６１１３    

＜参加対象＞＜参加対象＞＜参加対象＞＜参加対象＞            平成平成平成平成 27272727 年年年年 4444 月月月月 2222 日生～平成日生～平成日生～平成日生～平成 29292929 年年年年 4444 月月月月 1111 日生のお子様とその保護者日生のお子様とその保護者日生のお子様とその保護者日生のお子様とその保護者    

＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞    参加申し込用紙に必要事項を記入の上、朝日町児童館まで申し込んで下さい参加申し込用紙に必要事項を記入の上、朝日町児童館まで申し込んで下さい参加申し込用紙に必要事項を記入の上、朝日町児童館まで申し込んで下さい参加申し込用紙に必要事項を記入の上、朝日町児童館まで申し込んで下さい    

＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞    2019201920192019 年４月年４月年４月年４月 9999 日日日日((((火火火火))))～～～～4444 月月月月 16161616 日日日日((((火火火火))))    

＜定員＞＜定員＞＜定員＞＜定員＞                    12121212 組組組組((((定員になり次第締め切りとなっております定員になり次第締め切りとなっております定員になり次第締め切りとなっております定員になり次第締め切りとなっております    
    

※申し込み用紙は児童館にあります。※申し込み用紙は児童館にあります。※申し込み用紙は児童館にあります。※申し込み用紙は児童館にあります。((((電話での申し込み、及び代理の方の申し込みは不可電話での申し込み、及び代理の方の申し込みは不可電話での申し込み、及び代理の方の申し込みは不可電話での申し込み、及び代理の方の申し込みは不可))))    
※※※※申し込み当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。申し込み当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。申し込み当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。申し込み当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。    
※活動の様子を撮影し掲示します。又※活動の様子を撮影し掲示します。又※活動の様子を撮影し掲示します。又※活動の様子を撮影し掲示します。又､､､､突然ＣＣＮｅｔの撮影突然ＣＣＮｅｔの撮影突然ＣＣＮｅｔの撮影突然ＣＣＮｅｔの撮影､､､､またまたまたまた､､､､広報紙等の広報紙等の広報紙等の広報紙等の    

撮影が入る場合もありますので、予め、ご理解、ご協力頂きます様よろしくお願いいたします。撮影が入る場合もありますので、予め、ご理解、ご協力頂きます様よろしくお願いいたします。撮影が入る場合もありますので、予め、ご理解、ご協力頂きます様よろしくお願いいたします。撮影が入る場合もありますので、予め、ご理解、ご協力頂きます様よろしくお願いいたします。    
    
その他詳細につきましては、児童館（３７７－６１１３）までお問い合わせください。その他詳細につきましては、児童館（３７７－６１１３）までお問い合わせください。その他詳細につきましては、児童館（３７７－６１１３）までお問い合わせください。その他詳細につきましては、児童館（３７７－６１１３）までお問い合わせください。    
    

第第第第 18181818 回回回回                                    上級者の部上級者の部上級者の部上級者の部                    初心者初心者初心者初心者 AAAA                        初心者初心者初心者初心者 BBBB            
朝日こども将棋大会朝日こども将棋大会朝日こども将棋大会朝日こども将棋大会        優勝優勝優勝優勝    竹村啓志竹村啓志竹村啓志竹村啓志(6(6(6(6 年生年生年生年生))))        今尾聡二郎今尾聡二郎今尾聡二郎今尾聡二郎((((１年生１年生１年生１年生))))        鷲野彰斗鷲野彰斗鷲野彰斗鷲野彰斗((((１年生１年生１年生１年生))))    

    結果報告結果報告結果報告結果報告((((優勝～優勝～優勝～優勝～4444 位位位位))))    準優勝準優勝準優勝準優勝    今尾心之輔今尾心之輔今尾心之輔今尾心之輔(6(6(6(6 年生年生年生年生))))    渡辺涼生渡辺涼生渡辺涼生渡辺涼生((((２年生２年生２年生２年生))))            戸村悠聖戸村悠聖戸村悠聖戸村悠聖((((２年生２年生２年生２年生))))    
                                        3333 位位位位        稲垣伊織稲垣伊織稲垣伊織稲垣伊織(5(5(5(5 年生年生年生年生))))        林林林林    陸人陸人陸人陸人((((４年生４年生４年生４年生))))            西村昊輝西村昊輝西村昊輝西村昊輝((((１年生１年生１年生１年生))))    
                                        4444 位位位位        竹内竹内竹内竹内    湊湊湊湊((((４年生４年生４年生４年生))))        宗宗宗宗    航平航平航平航平((((１年生１年生１年生１年生))))            土屋心乃土屋心乃土屋心乃土屋心乃((((１年生１年生１年生１年生))))    
    

    

    ゴールデンウィーク期間における児童館の休ゴールデンウィーク期間における児童館の休ゴールデンウィーク期間における児童館の休ゴールデンウィーク期間における児童館の休館館館館について。について。について。について。    
４月２９日４月２９日４月２９日４月２９日((((月月月月))))から５月６日から５月６日から５月６日から５月６日((((月月月月))))まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日((((火火火火))))より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。    

    
    
    

『『『『シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）シニア生き生きチャレンジ教室（シニア世代介護職場就労支援事業研修）』』』』    
    

現役シニアの高い就労意欲と経験・技能を生かし、地域社会の支え手として介護現場への 

 就労やボランティア活動に繋がるための研修を開催します。 
 

日時：日時：日時：日時：２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年６６６６月月月月５５５５日日日日((((水水水水))))､､､､１２１２１２１２日日日日((((水水水水))))､､､､２０２０２０２０日日日日((((木木木木))))､､､､２６２６２６２６日日日日((((水水水水))))    
午前午前午前午前１０１０１０１０時～時～時～時～１６１６１６１６時（時（時（時（２６２６２６２６日のみ日のみ日のみ日のみ１０１０１０１０時～時～時～時～１２１２１２１２時）時）時）時）    
《※体験学習：ご希望の《※体験学習：ご希望の《※体験学習：ご希望の《※体験学習：ご希望の２２２２日間》日間》日間》日間》        

会場：四日市市三浜文化会館会場：四日市市三浜文化会館会場：四日市市三浜文化会館会場：四日市市三浜文化会館    四日市市海山道町一丁目四日市市海山道町一丁目四日市市海山道町一丁目四日市市海山道町一丁目１５３２１５３２１５３２１５３２－－－－１１１１        
TELTELTELTEL    ０５９０５９０５９０５９----３４８３４８３４８３４８----５３８０５３８０５３８０５３８０        

対象：三重県在住の概ね対象：三重県在住の概ね対象：三重県在住の概ね対象：三重県在住の概ね６０６０６０６０歳以上のシニア世代の方で歳以上のシニア世代の方で歳以上のシニア世代の方で歳以上のシニア世代の方で､､､､地域での地域での地域での地域での    
ボランティア活動や介護職場で働く意欲をお持ちの方。ボランティア活動や介護職場で働く意欲をお持ちの方。ボランティア活動や介護職場で働く意欲をお持ちの方。ボランティア活動や介護職場で働く意欲をお持ちの方。    
又は、介護を学ぶ意欲をお持ちの方。又は、介護を学ぶ意欲をお持ちの方。又は、介護を学ぶ意欲をお持ちの方。又は、介護を学ぶ意欲をお持ちの方。    

 
【申込み・お問合せ】 

（福）三重県社会福祉協議会 福祉研修人材部･福祉人材課(ＴＥＬ０５９－２２７－５１６０)  

月 火 水 木 金 土 日 
1 
休館日 

2 
休館日 

3 4 5 6 7 

8  
休館日 

9 10 11 12 13 14 

15  
休館日 

16 17 
お話会 

18 19 20 
 

21 

22  
休館日 

23 24 
お話会 

25 26 27 28 
将棋教室 

29  
休館日 

3０  
休館日 ５月１日～５月６日(月)まで休館となります。 

親子ふれあい事業参加者募集 

※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日(17(17(17(17 日日日日､､､､24242424 日日日日))))のおのおのおのお話会は、話会は、話会は、話会は、紙芝居等の紙芝居等の紙芝居等の紙芝居等の    
お話と簡単な製作をお話と簡単な製作をお話と簡単な製作をお話と簡単な製作を用意用意用意用意していますしていますしていますしています。。。。だれでも参加だれでも参加だれでも参加だれでも参加    
できできできでき申申申申込込込込みのみのみのみの必必必必要はありません。要はありません。要はありません。要はありません。    



ほほほほほほほほっっっっっっっっととととととととくくくくくくくくららららららららぶぶぶぶぶぶぶぶだだだだだだだだよよよよよよよよりりりりりりりり  

 
いよいよ平成最後の“ほっとくらぶだより”となりました。そして､多くの方々に 

利用して頂き、“ほっとくらぶ“は１０年が過ぎました。みなさんのステキな笑顔､ 

一生懸命な姿､楽しく､びっくりするような発想(あそびなど)に、感動、感謝の日々 

でした。（保護者の方､地域の方々､ご協力をありがとうございました）そして、これ 

からもみなさんが笑顔で過ごし、笑顔でご帰宅していただけるような「楽しく」 

「ほんわか」できる場所にしていきたいと思っています。（引き続き､ご理解､ 

ご協力をお願い致します）みなさんのお越しをお待ちしています。 
 

 ４月の予定  

     
☺☺☺☺ いつもこんな事しています    ☺☺☺☺（詳細は上記までお問い合わせください）（詳細は上記までお問い合わせください）（詳細は上記までお問い合わせください）（詳細は上記までお問い合わせください）    
 

  
 

               
    
        

ゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間における    障がい者自立支援センター“ほっとく障がい者自立支援センター“ほっとく障がい者自立支援センター“ほっとく障がい者自立支援センター“ほっとくらぶ”らぶ”らぶ”らぶ”の休の休の休の休館館館館について。について。について。について。    

４月２７日４月２７日４月２７日４月２７日((((土土土土))))から５月６日から５月６日から５月６日から５月６日((((月月月月))))まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日((((火火火火))))より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。    
 

月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

１１１１    

日中一時支援 
２２２２  あそび場 

『紙吹雪』 
Pm 日中一時支援 

３３３３    
日中一時支援 

      

４４４４  あそび場 
『紙吹雪』 

Pm 日中一時支援 

５５５５        ９：００～    
ほっとする親の会”ほっとする親の会”ほっとする親の会”ほっとする親の会”    

Pm    日中一時支援。    

８８８８ 
日中一時支援 

９９９９     あそび場 
『小麦粉ねん土』 

Pm 日中一時支援･相談 

１１１１００００    
日中一時支援・相談 

１１１１１１１１        
日中一時支援 

      相談 
    

１２１２１２１２    あそび場 
『小麦粉ねん土』 

Pm 日中一時支援    

１５１５１５１５    
日中一時支援 

     相談    

１６１６１６１６    あそび場 
『ぐる～っと散歩』 

    

Pm 日中一時支援･相談 

１７１７１７１７    １０：００～    
    “ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”    
 

Pm    日中一時支援 

１８１８１８１８  
 

日中一時支援 
    相談 

１９１９１９１９    あそび場 
『クッキング』 

エプロン、三角巾の持参をエプロン、三角巾の持参をエプロン、三角巾の持参をエプロン、三角巾の持参を
お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。    

Pm 日中一時支援 

２２２２２２２２    
日中一時支援 

     相談    

２３２３２３２３    あそび場 
『つくってみよう』 

Pm 日中一時支援･相談 

２２２２４４４４ 

日中一時支援･相談 
２２２２５５５５ 

日中一時支援 
      相談    

２６２６２６２６    あそび場     
『つくってみよう』 

Pm 日中一時支援 

２９２９２９２９    
    昭和の日 

３０３０３０３０     
      休館 

 
あそびなど予定の変更や臨時休館にさせていただく場合が
あります。ご協力お願い致します。 

 

～ お問い合わせ先 ～ 

� ０５９－３７７－３５０５９－３７７－３５０５９－３７７－３５０５９－３７７－３５２２２２２２２２                ↸↸↸↸    朝日町柿６１８朝日町柿６１８朝日町柿６１８朝日町柿６１８    

�    hottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jp            担当担当担当担当    大橋大橋大橋大橋    真紀真紀真紀真紀    （おおはし（おおはし（おおはし（おおはし    まき）までまき）までまき）までまき）まで    

月月月月    火・金・火・金・火・金・火・金・第１金曜の前の木曜第１金曜の前の木曜第１金曜の前の木曜第１金曜の前の木曜    水・木水・木水・木水・木    第１金・第３水第１金・第３水第１金・第３水第１金・第３水     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

日中一時支援日中一時支援日中一時支援日中一時支援        
９：００～９：００～９：００～９：００～    

または 

相談相談相談相談    
①９：００～１０：００①９：００～１０：００①９：００～１０：００①９：００～１０：００    

    準備など 

②１０：３０～１１②１０：３０～１１②１０：３０～１１②１０：３０～１１：３：３：３：３００００    

                    

あそび場あそび場あそび場あそび場    
９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００    
保護者さんと子どもさん、相談員 
といろいろなあそびを経験します。 
あそびの内容は“ふくしのわ”“ふくしのわ”“ふくしのわ”“ふくしのわ”を 
ご覧ください。 

第３金曜日は親子でクッキング親子でクッキング親子でクッキング親子でクッキングを 

しています。 

    

日中一時支援日中一時支援日中一時支援日中一時支援    
９：００～９：００～９：００～９：００～    

または 

相談相談相談相談    
①９：００～１０：００①９：００～１０：００①９：００～１０：００①９：００～１０：００    

      準備など 

②１０：３０～１１②１０：３０～１１②１０：３０～１１②１０：３０～１１：３：３：３：３００００    

ほっとする親の会ほっとする親の会ほっとする親の会ほっとする親の会    
第１金・９第１金・９第１金・９第１金・９：００～１２：００：００～１２：００：００～１２：００：００～１２：００    

第３水・１０：００～１２：００第３水・１０：００～１２：００第３水・１０：００～１２：００第３水・１０：００～１２：００    
保護者さん同士で病院、 
訓練などの情報交換、悩み 
を話すなど、ゆったりとで 
きる時間です。 

 

日中一時支援日中一時支援日中一時支援日中一時支援（（（（１３：００～１３：００～１３：００～１３：００～））））        または  相談相談相談相談    ①１３：００～１４：００①１３：００～１４：００①１３：００～１４：００①１３：００～１４：００  ②１４：３０～１５：３０②１４：３０～１５：３０②１４：３０～１５：３０②１４：３０～１５：３０    

★日中一時支援＝①役場とほっとくらぶで契約→②ほっとくらぶで希望日を予約→③保護者さん 
と離れ支援を受ける。（相談員、他の利用者さんと過します） 

★相談＝①電話、メール、または来館時に希望日を予約→②相談員と話し、悩みなどについて 
一緒に考える。 



        ◎◎◎◎    調理員さん募集！！（非常勤嘱託職員）調理員さん募集！！（非常勤嘱託職員）調理員さん募集！！（非常勤嘱託職員）調理員さん募集！！（非常勤嘱託職員） 
 

朝日町社会福祉協議会では、デイサービスセンターで働く 
調理職員さんを募集しております。 
 

  ［調理員：デイサービスセンター利用者（５～１５人程度）の昼食調理及び補助、利用者の見守りなど］ 
 

採用予定人数：若干名 
 

資格要件：・月曜日から土曜日の間で月１～２回程度の出勤が可能な方（土曜日勤務できる方） 
・年齢 ５０歳以下の健康な方 （月１～２回の検便があります。） 
 

勤務時間：午前８時３０分～午後５時（勤務可能時間・曜日等はご相談下さい。） 
       

その他、詳細につきましては下記までお問い合わせ下さい。  
お問合せお問合せお問合せお問合せ等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会    電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田））））    
    

    

       ～福祉人材センターに登録をしませんか！！～  
やりがい！いきがい！仲間作り・・・人材センターの作業を通じて見つけませんか！ 

   
福祉人材センターでは､健康で働く意欲があり､自分でできる仕事を自主的に行い､福祉的 
活動と併せて社会参加を志向させる事を目的に登録を行い、臨時的な仕事を行います。  

詳細については、朝日町社会福祉協議会（ＴＥＬ：３７７－２９４１）まで！ 

  
                                ☆☆☆☆    ４ 月･５月 の 「 心 配 ご と 相 談 」   

相 談 日:・４月５日(金)  ・５月７日(火)弁護士相談(事前予約必要)  
５月７日の弁護士相談は、予約が必要となっておりますので、ご確認ください。 
（弁護士相談は､時間が限られておりますので､相談内容をまとめておいて下さい。） 
 
また、今年度より心配ごと相談は月１回の開催となります。 
  
時 間：午後１時３０分～３時３０分   
場 所：朝日町保健福祉センター「さわやか村」２階 研修室 

 

お問合・予約等＝朝日町社会福祉協議会(電話：３７７－２９４１) 
 
   

朝日町地域包括支援センターからのお知らせ！  
「さわやか学校』 開校の 目的等：６０歳以上の方を対象に､加齢と共に起こる筋力低下･閉じこもり・ 

おしらせ 【４月の日程】      認知症などの症状を軽減・予防を目的とします。  
 映画=昔懐かしい映画や最近の映画など、色々な内容を上映します。 

映画鑑賞は脳に刺激を与え、回想法としても効果的です。  
集い=認知症予防の脳トレ、集団での楽しいゲームを行います。又啓発活動 

として介護保険や権利擁護をはじめ様々な話題を情報提供いたします。  
ﾀﾞﾝｽ=音楽に合わせて体を動かす楽しさが介護予防ﾀﾞﾝｽの魅力です。 

                                 社交ﾀﾞﾝｽを基につくられた軽い運動です。  
運動=運動は認知症や生活習慣病の発症・進行に影響し健康寿命と深い 

関係があります。楽しみながら健康な身体を作ります。 
ヨガ=難しい姿勢で体操するわけではありません。ヨガのポーズや呼吸法に 

よって心身ともにリフレッシュ！代謝や筋肉の衰えにも効果的です。 
音楽=歌う事で、口腔ケアや飲み込みを良くするなど、嚥下の改善･向上と 

懐かしの歌を歌うことで回想法による認知症予防の効果があります。   
『集まって・しゃべって・動いて・笑って・歌って・奏でて・考えて､一緒に介護予防に取り組みましょう！』  

 お問合せ等＝朝日町社会福祉協議会 地域包括支援センター（電話：３７７－５５００）まで。 
 
 

ゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間におけるゴールデンウィーク期間における    地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター    の休館の休館の休館の休館等等等等について。について。について。について。        
４月２８４月２８４月２８４月２８日日日日((((日日日日))))から５月６日から５月６日から５月６日から５月６日((((月月月月))))まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日まで休館となります。５月７日((((火火火火))))より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。より通常開館となります。    

上記期間中の上記期間中の上記期間中の上記期間中の介護等にかかる相談は･･･介護等にかかる相談は･･･介護等にかかる相談は･･･介護等にかかる相談は･･･059059059059----377377377377----5500550055005500    ご連絡下さい。ご連絡下さい。ご連絡下さい。ご連絡下さい。    

 
◎時間割・１３:４５～１５:１５ 

４月 ２日（火） 映 画 
４月 ４日（木） 運 動 
４月１２日（金） ヨ ガ 
４月１５日（月） 音 楽 
４月１８日（木） つどい 
４月２５日（木） ダンス  

会場：保健福祉センター 
      １階 多目的ホール 


