
平成３０年５月更新 

●あずまし茶屋   ４月２４日 

月形温泉ホテルで『あずまし茶屋』を行いました。今月は、月形

の昔のスライド写真を参加者の方にご用意いただき、上映会をしま

した。皆さん昔を懐かしみながら、若き日の思い出を語りました。

大好評につき、5 月も続きを上映することとなりました。皆さん是

非遊びに来てください。 

 

平成３０年６月更新 

●「あずまし食堂はじまりました！」 

地域のお料理好きの皆さんが手づくりのランチを提供する「あず

まし食堂」が 5 月 17 日行われました。今月のメニューは、たけの

こオムライス他サラダ、スープデザートと旬のメニューを使いとっ

ても豪華。オムライスは一皿ずつ焼きたてフワフワの卵をかけても

らい大喜び！これから毎月第 3 木曜日 11:30～14:00 交流センター

で開店しております。40 食限定です。お早めにご予約下さい。お待

ちしております。 

 

 

6 月の食堂 

  6 月 21 日(木) 

   メニュー 冷製トマト皿うどん、色々野菜のマリネ、 

オムレットケーキ 

 値段 500 円 

 

 

 

 

●月形中学校生徒会 様 

平成３０年５月１７日月形中学校生徒会様より車椅子を

１台ご寄贈いただきました。 

月形中学校生徒会ではボランティア活動として町内施設（交

流センター内にも設置）にリングプル回収ボックスの設置を

お願いし、長年リングプル回収活動を行ってきました。今回

は約６年かけて集めたリングプルを車椅子に交換し、月形町

内のために役立ててほしいと月形町社会福祉協議会へご寄

贈していただきました。 

ボランティアさんも大忙しでした！ 

手作りののぼり‼ 

大切に使います 



 月形町社会福祉協議会では、月形小学校との総合学習の時間で車椅子体験を学んだり、町民の皆

さんに車椅子の貸出事業を行っております。病気や怪我など、お家で短期的に車椅子が必要な場合

や、外出の際などに車椅子が必要な時はご活用下さい。 

 

●むぅ～ん お花見外出 ５月９日 

美唄市「東明公園」に利用者 9名でお花見をしてきました。

当日は、雲ひとつない晴天で、満開の桜を楽しんできました。

道内でも桜の名所として有名な桜並木に見とれながら、ゆっ

くりと散策し、桜の柔らかく甘い香りに春の訪れを感じまし

た。帰るのは名残惜しくもありましたが、笑顔が絶えない思

い出深い１日となりました。 

 

 

●男の料理教室（報告） ５月３１日 

今年度第 1回目となる『男の料理教室』を開催しました。 

今回は、豚肉のヨーグルト味噌漬け焼き、春巻き、野菜スープ

の 3 品を作りました。ヨーグルトに漬けた豚肉は柔らかく、春

巻きも綺麗に仕上がり大好評でした。次回(６月)は、冷やし中

華とギョウザ作りを予定しています。みなさんのご参加お待ち

しております。 

 

●第 1 回 地域福祉ネットワーク推進協議会（報告） ５月１７日 

交流センターにて、今年度第 1回目の地域福祉ネットワーク推進

協議会を開催しました。当日は推進委員 15 名の参加のもと、昨

年度の事業報告や各施設・団体の行事予定について話し合いを行

いました。 

 次回は 7月の開催を予定しております。今後ともご協力よろし

くお願いいたします。 

 

 

●畑作業を行なっています 

5月～活動支援センターでは畑を借りて、野菜の苗を植えました。

今年度はﾅｽ・ﾐﾆトマト・枝豆・とうきび・かぼちゃ・さつま芋・

じゃが芋等沢山の種類を植えました。6 月に入り寒いが続いてい

る為、上手く苗が育ちませんが、一日おきに様子を見に行っては

水やりや草取りを行なっています。今からとても収穫が楽しみに

している皆さんです。 

 

全員で記念撮影！ 



平成３０年７月更新 

●赤川１サロン ６月１３日 

樺戸神社にて赤川 1ふれあいサロンを行いました。 

当日は 17 名参加のもと、保健センターの鈴木保健師に健康講話を

していただきました。これからの暑い時期に多くなる熱中症の予

防について学ぶ良い機会になったのではないでしょうか。 

 

●今月のあずまし食堂 6 月 21 日 

今月のあずまし食堂は、冷製トマトの皿うどん、マリネ、オムレット

どら焼きと色鮮やかなるニューでした。「テーブルにお花を飾って」と

もってきてくれる方や支援センターの利用者は、手作りで旬の野菜の

紹介を作っていただいています。是非 1 度いらして下さい。7 月のあ

ずまし食堂は、夏野菜のココナッツスープカレー、スティックサラダ、

ラッシーです。暑い夏を乗り切りましょう。 

 

平成３０年８月更新 

●月形町老人クラブ連合会 ７月１２日開催 

７月１２日（木）、第１６回空知地区老人クラブ連合会町対抗パークゴルフ奈井江大会が行われ、

月形町老人クラブ連合会からも選手８名が参加しました。当日は日差しが強く、気温も高かったの

ですが、選手の皆さんは真剣にそして楽しそうにプレーをしていました。来年度は月形大会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今月のあずまし食堂 ７月１９日 

 今月のあずまし食堂は、夏野菜のココナッツ・スープカレーでした。

とっても色鮮やかなサラダやちょっとの聞き慣れないラッシーとい

う飲み物も夏にぴったりのメニューでした。8 月の食堂はお休みをい

ただき、9月 20 日の開店です。かぼちゃを使ったメニューをただ今検

討中です。皆さんのお越しをお待ちしています。 

 

お話しありがとうございました！ 

素敵なお花ありがとうございます！ 

奈井江寿光園パークゴルフ場 ナイスショット！ 



●今月のあずまし茶屋 7 月 24 日 

 今月のあずまし茶屋は、16 名参加いただきました。お茶を飲みな

がらいつもの仲間や 1ヶ月ぶりに会う仲間と話しが尽きません・・・・

帰り際、「何だか今日はあごが疲れたわ！？」と笑顔で終了となりま

した。 

 

●地域福祉ネットワーク新任研修会 ７月２４日 

今年度 2回目となる地域福祉ネットワーク新任研修会を開催しました。 

当日は 22 名参加のもと、町内の施設等 14 ヵ所をバス見学した後、樺戸博物館の見学と意見交換会

を行いました。意見交換会では『月形町について考えよう』というテーマで話し合い、今回の施設

見学で学んだことも意見としてあがっていました。懇親会も大盛り上がりで、新任職員同士の新た

な繋がりができたのではないでしょうか。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●月形町共同募金委員会  7 月 29 日 

 第３５回つきがた夏まつり会場にてイベント募金を行いました。当日は気温も高く絶好のお祭り

日和で、会場はたくさんのお客さんで賑わっていました。赤い羽根共同募金のブースでは風船を配

布したり、寄附者へのお礼に月形町限定ピンバッチをお渡しました。募金にご協力いただいた皆様、

本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました！ 

施設見学の様子 意見交換会の様子 



平成３０年９月更新 

●子育てサロンまんまるカフェ ８月 2 日 

今年度初めてとなる、子育てサロンまんまるカフェを開催しました。

当日は親子 8 組（計 20 名）の参加があり、縁日にちなんだ料理と水

遊びで夏を満喫しました。 

ボランティアさんが作った料理も美味しいと大好評でした。 

次回は 12 月の開催（クリスマス会）を予定しております。                  

沢山の参加お待ちしております。 

 

●世代間交流会 ８月７日 

今年度第 1 回目となる世代間交流会『流しそうめんとフラワーアレンジメント』を開催しまし

た。当日は子どもからお年寄りまで、幅広い世代が協力しながらフラワーアレンジメントをした後、

流しそうめんを美味しくいただきました。 

流しそうめんでご協力いただいた花の里つきがたの水と緑を愛する会、フラワーアレンジメント

講師の山本紀子様をはじめ、ボランティアの皆様ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～皆さんが書いてくれた短冊から～ 

 

   ★ １日が３０時間に…  

★ みんなと一緒に仲良く遊べますように  

★ りっぱな大人になれますように 

 

       願い事が叶いますように…。 

 

子供たちに大人気のプール!! 

フラワーアレンジメントの様子 流しそうめんの様子 



 

●ボランティアスクール「ふまねっと」体験 ８月１８日 

 ボランティアについての知識や理解を深めることを目的に「ボラ

ンティアスクール」を開催しました。年 2回夏と、冬に行うこのス

クール、夏は、ボランティア実践者の皆さんの要望でレクリエーシ

ョン体験「ふまねっと」に決定。認定 NPO 法人ふまねっと 佐藤様

に来ていただき、ふまねっと誕生のお話から実際にふまねっとの実

技を体験しました。「間違っても大きな顔でやりましょう!!」と講

師が話すと、皆さんより笑いが起き、楽しい時間を過ごしました。

最後の感想発表では、「中学生になったら、ふまねっとのサポータ

ーになりたい」と参加の小学生から力強い言葉があり、参加者より

大きな拍手をいただきました。 

 

 

 

●あずまし茶屋 ８月２８日 

温泉ホテルであずまし茶屋を開催。15 名の方々が参加され、コーヒ

ーとお菓子を食べながらおしゃぺり会をしました。途中、参加者の

方が大好きな歌の CD を皆さんに聞かせてくださり、音楽鑑賞会とな

りました。童謡を聞きながら子供のころを思い出し・・・ 

昔の話が次々と出ていました。 

 

 

 

 

 

平成３０年１０月更新 

●「みんなアート見学」 ９月２１日 

かでる２．７で行われた「みんなあーと 2018」の見学へ行ってきました。

「みんなあーと」とは北海道知的障がい福祉協会が主催する芸術祭で、障が

いのある仲間達が、ステージや芸術作品で、それぞれの個性や才能を発揮す

る場です。今年度は 9 月 20～22 日の３日間、開催されました。地域活動支

援センター「むぅ～ん」では、毛糸で制作したひざかけやトイレットペーパ

ーフォルダー、月形の仲間と題したイラスト等 2 点、工作 1 点の計 5 点応

募しました。毛糸で制作したひざ掛けや今年は 2 点入賞し、入賞された方

は展示されている自分の作品をみて「あぁ～あれ！！私のだ！」と喜んで

いました。残念ながら入賞出来なかった作品も今年はとてもいい作品だっ

たので、来年は是非入賞できるように頑張りたいと思います。 

ふまねっとの効果について勉強中！ 



●あずまし推進会議：報告 ９月２０日 

交流センターにて今年度初めてとなる『あずまし推進会議』を開催しました。 

前年度で 2年間の任期が満了したため、今年度より新たに委員を引き受けてくださる方一人ひとり

に委嘱状をお渡ししました。東出委員長の進行のもと、委員の方々に社会福祉協議会の事業報告

（上半期）に対しての感想や、下半期に向けての意見をいただきました。委員の皆様の意見を参考

にしながら、今後の事業に力を入れて取り組んで参ります。 

次回は来年の 2月に開催して事業の評価を行う予定です。今後ともご協力よろしくお願いいたしま

す。 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●あずまし茶屋 ９月２５日 

今月のあずまし茶屋は、月形小学校 5 年生の生徒さん 19 名と一緒に『昔の月形町スライド鑑賞

会』を行いました。ただいま 5年生の皆さんは福祉総合学習で「月形全員スマイル」というタイト

ルで学習中。昔懐かしいのスライドを見ながらお話してくれるおじいちゃん、おばあちゃんと楽し

い時間を過ごしました。紙芝居や人形劇も披露いただき、参加者より「若いパワーをもらった」と

元気いっぱいでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他世代でのスライド鑑賞 

子供達には昔を知る良い機会になったので

はないでしょうか 

手作りの紙芝居を披露してくれました！ 

意見交換の様子 鳥居アドバイザーにもご意見いただきました 



平成３０年１１月更新 

●総合学習 

 今年度も、月形小学校 1・3・5年生、月形中学校 2年生の生徒さんに総合的な学習の時間で「福

祉について」学んでもらうための協力をしています。 

 10 月 5 日、小学校 3年生の授業では、『セラピー犬体験』をしました。北海道ボランティアドッ

クの会様にご協力いただき、セラピー犬のお話や犬の触り方等を教えていただいた後、実際にふれ

あい体験をしました。8匹の犬たちに順番に触ったり、抱っこしたり・・・・あまりの可愛さに皆

さんメロメロになった授業でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●老人クラブ・ふれあい大学 認知症サポーター研修   10 月 17 日 

老人クラブ連合会とふれあい大学共催で、認知症サポーター養成研修を行いました。 

保健福祉課の後藤卓也様を講師にお招きし、認知症の定義・種類・症状について講義があり、認知

症の方への対応の仕方を学びました。講師からの質問に参加者からは活発に意見が出ていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優しく触れ合い癒されました♪ 
かわいいワンちゃんが大集合!! 

認知症について、皆さん真剣に講義を受けていました。 



 

●あずまし食堂 10 月 18 日 

今月のあずまし食堂は、大根ステーキとオバケ餃子、ガーリック

トースト、ニョッキ入りパンプキンポタージュ、柿と豆乳のゼリー

でした。とっても手の込んだ可愛らしいおばけを皆さん楽しんで食

べていました。パンとスープをおかわりする方もおり、美味しいハ

ロウィンになりました。 

 

 

●あずまし茶屋 10 月 23 日 

月形温泉にて「あずまし茶屋」を開催し、16 名の参加がありました。 

内容は茶話会でしたが、参加者のひとりが【懐かしのわら細工】を持ってきてくれ、その中の「わ

らじ」を見た参加者から「昔、サンダル代わりに履いたのよ」と実際に使っていた方がいて、お話

しに花が咲いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●町民文化祭 10 月 27 日 

町民文化祭に参加しました！！当日は地域活動支援センタ

ーの利用者さん 8名と地域の方 1名の 9名で「上を向いてある

こう」と「ヤングマン」を歌いました。大雨の中でしたが沢山

の方が見に来て下さり、利用者さんもそれぞれ一生懸命歌って

いました。中には緊張して練習通りに上手く歌えなかった方も

いらっしゃいましたが、皆さんにとってとてもいい経験になっ

たと思います。 

 

 

 

 

 

食べるのがもったいない！ 

懐かしのわら細工！ 
昔ばなしで盛り上がりました 



平成 30 年 12 月更新 

●赤川 1 ふれあいサロン 11 月 14 日 

樺戸神社にてサロンを行いました。簡単な体操のあと、いよいよ

リース作りに挑戦です。神社の境内や、中学校の裏、身近なとこ

ろから集めた松ぼっくりや胡桃、ななかまどの実。すべて天然素

材を使っての作品で、出来上がりを想像しながら、銅線やグルー

ガンなどを使用しリースに固定していきました。最後に好みのリ

ボンで飾り、出来上がった作品を笑顔で眺めていました。とても

すてきなリースばかり出来上がっていました★ 

 

●今月のあずまし食堂 11 月 15 日 

この日に行われた「あずまし食堂」今回のメニューはシーフードクラムチ

ャウダー・きのこの玄米ピラフ・切り干し大根のサラダ・南瓜クリームどら

焼きでした。夏の間は、仕事の関係やパークゴルフを楽しんでいた方など

も初めて参加して頂き、喜ばれていました。「もっと早くに来てみればよか

った」とうれしいひとことも頂きました♪玄米には抵抗があった方も、ふ

っくらと炊き上がっていて「おいしい‼」と感想を頂きました。ボランティ

アさんにレシピを尋ねる方も沢山いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ボランティアセンターまつり 11 月 17 日 

「昔の月形町を学び、共生のまちづくりを」をテーマにボランティアセンターまつりを開催しま

した。昔の写真や道具など、町民よりお借りたものを含め 250 点以上が展示されました。また、町

郷土史研究会の浦崎会長による講話や会員の伊藤三重子さんの語り部による所蔵スライド写真を

見ながら、町内外から 130 名ほどの参加者が昔懐かしい月形を思い出す機会となりました。午後か

らは、月形中学校 2年生さんが作成した、福祉施設や博物館の紹介するＣＭ動画が上映され会場か

ら拍手が送られてました。昔懐かしい写真の中に自分の若き頃を見つけたり、展示物にカメラを向

ける人など、それぞれの思い出と月形の歴史を考える良い機会になったのではと思います。 

皆さん、真剣に取り組んでいました。 

秋の味覚満載で、味も見た目も最高でした！ 

 
今月も沢山の方に来ていただきました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●月形中学校 2 年生総合学習 

今年度も中学校 2年生の総合学習『地域の福祉』に協力させていただいています。今年度のテーマ

は「福祉・ボランティアについて体験学習を通して理解を深め、それぞれの施設の CM 作りを通し

て、これからの福祉について考える。」です。 

 生徒さんは、町内の福祉施設の協力のもと施設での職場体験や講話、樺戸博物館での見学等を学

習した後、CM 作りを行いました。また、今年度は『月形の歴史を学び共生のまちづくり』と題した

ボランティアセンターまつりでも協力をいただき、町内に掲示したポスターや町内に発信される

IP 電話での宣伝も行いました。完成した動画はおまつりで来場者に披露され、拍手が送られまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢山の展示物があり、ゆっくり見学されていました。 かわいいボランティアさんのお手伝いもありました♪ 



平成 31 年 1 月更新 

●ご寄贈ありがとうございました！ 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 様 

今年度もたくさんのジュースの寄贈をいただき、町内福祉施設・

配食サービス利用者等へクリスマスプレゼントとしてお届けし

ました。 

 

●箱募金のご協力ありがとうございました！ 

 月形小学校、月形中学校、月形高等学校では、生徒（児童会、書記局、生徒会）による募金活動

を行っていただきました。何日も玄関前に立ち、生徒や先生に呼びかけを行い、沢山の募金を集め

ていただきました。ありがとうございます。また、町内事業所・施設等でも毎年、箱募金の設置を

協力していただき、本当にありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●世代間交流会「そば打ちとしめ縄づくり」 12 月 8 日 

月形町交流センターにて、今年度２回目となる世代間交流会を開催しました。当日は悪天候が予

想されていましたが、小さなお子様から高齢者まで様々な方５６名が参加されました。そば打ちで

はそば愛好会講師方のもと班のみんなで交代してそばを打ち、とても美味しいそばが出来上がりま

した。しめ縄づくりでも、班のみんなで協力しあい、講師の方に手伝ってもらいながら、ワイワイ

と楽しく作業して個性豊かなしめ飾りが完成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月形小学校 募金活動の様子 月形中学校 募金活動の様子 月形高等学校 寄附の様子 

毎年ありがとうございます 

みんなで打ったそばは美味しかったです！ しめ縄飾り見事に完成しました！ 



男の料理教室 12 月 13 日 

今年度 5 回目となる料理教室を行いました。今回のメニューは

『海鮮寄せ鍋』。寒くなった季節にはぴったりのメニューです。さ

んまの切り身からすり身の作り方を教わったり、たくさんの野菜

を皆さんで協力しながら切って準備しました。5 回目とあって、

包丁の使い方も様になってました。 

次回は 2月の予定です。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

●まんまるカフェ 12 月 18 日 

第 2回子育てサロン「まんまるカフェ」を行い、悪天候の中 16 人

の親子と 3 名のボランティアさんに参加頂きました。お母さんと

一緒に「ミニツリー」や「クリスマスケーキのデコレーション」に

挑戦し、上手に作成していました♪ 

岡村シェフがかわいいイチゴのサンタの作り方を教えてくれまし

た。素敵なケーキが出来上がり、みんなでおいしくもぐもぐタイム

★フォトコーナーではインスタ映えばっちりの記念写真を撮影し

ていました。 

次回は来年 3月に開催する予定です。お楽しみに♬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●老人クラブ福寿会趣味の会様より寄贈いただきました。 

 老人クラブ福寿会（会長鈴木 忠）では、毎週土曜日、女性

グループで趣味の編み物を交流センターで行っています。この

たび、1 年間皆さんで編んでくださった帽子や手袋等を社会福

祉協議会に寄贈いただきました。配食サービスや町内の障がい

のある方にプレゼントさせていただきます。 

あたたかいプレゼントありがとうございました。 

 

 

早くケーキが食べたくて・・・・・。 

つまみ食いをしてしまいました・・・(>_<) 

松ぼっくりで 

ミニツリー作りました！ 

フォトコーナーでパチリ！ 

かわいいポーズがきまってます



●市北 6 サロン 12 月 19 日 

12 月の市北 6サロンは「クリスマス会」と「忘年会」を兼ねて

開催しました。毎月ボランティアさんがメニューを考え、やり

くりして下さるおかげで、豪華に牛すき焼きをみんなで美味し

く頂きました。「みんなで食べるとおいしいね！」という声が

聞こえていました。ビンゴゲームでは、景品をどれにしようか

と楽しそうに迷っている姿が見られました。笑顔あふれるサロ

ンになりました♪ 

 

 

平成 31 年 2 月更新 

●寄付のお礼 12 月 27 日 

（財）北海道信用金庫ひまわり財団様からご寄付をいただきました。

お寄せいただきました浄財は、地域福祉の充実向上ために大切に活用

させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

●世代間交流会「もちつきとビンゴゲーム」 1 月 10 日 

 交流センターにて、第３回世代間交流会「もちつきとビンゴゲーム」を行い、子どもから高齢者

まで８８名の方に参加していただきました。ボランティアや実行委員の協力のもと、顔を真っ赤に

しながらみんなでお餅をつき、丸めて、味付けをしました。子どもも大人も協力しながらごま、き

なこ、雑煮の三種類のとっても美味しいお餅になりました。昼食中には樺戸太鼓の１５名による演

舞を頂きました。昼食後は中学生の進行で、ビンゴゲームを行い、大いに盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豪華にすき焼き♪ 

大勢で囲む鍋は格別です！ 

できたてアツアツのおもち！ 
迫力満点の演舞!! 



●あずまし食堂  1 月 17 日 

今期、最大の暴風雪に見舞われ、朝から急遽予約キャンセルの電話が

入る中、37 名の参加を頂き開催出来ました。ご飯の入った肉団子は、

見た目以上に食べ応えがあり、甘酒と豆乳で作ったゼリーは、とても

好評でした。窓の外を眺め風や雪が弱まるのを待ちながら、食後のコ

ーヒータイムをのんびり楽しまれているようでした。 

次回は、2月 21 日木曜日の開催となります。 

皆様の来店お待ちしております♪ 

 

 

 

 

 

●「あずまし茶屋」  1 月 22 日 

チラチラと雪の舞う中、21 名の方が参加してくれました。 

今月は、月形町の方で活動しているミュージック・ファミリーさんの、

「温もりコンサート」を楽しみました。全 12 曲。歌を聴いたり、一緒に

歌ったり、電子ピアノの音色に癒されたりの、充実した時間となったよ

うです。最後は、全員で輪になって、「月形音頭」を踊りました。皆さん、

楽しいと笑顔がこぼれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちづくりフォーラム 1 月 26 日 

月形町の地域福祉を町民の皆さんと共に考える勉強会「福祉でまちづくり推進フォーラム」を開催、

55 名の方が参加しました。今回で 6 回目となるフォーラムのテーマは「暮らしやすいまちづくり

とは」と題し、町長と町内の若者との意見交換会を実施。控えめながら、熱い若者の意見に、上坂

町長もしっかり聞いてくださいました。ありがとうございました。その後は、昨年の地震について

地区別にグループワークで意見交換を行い、人と人との結びつき、暮らしやすいまちづくりについ

て考える機会となりました。参加された皆さんありがとうございました。 

皆さんも一緒に口ずさんでいました♬ 懐かしい歌が沢山あり、聞き入ってしまいました。 

天気が悪い中お越しいただきました。 

ありがとうございます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●老人クラブ連合会・運動教室 

１月２８日（月）老人クラブ連合会「冬場の運動教室」が開催されました。２０名の会員が参加し

ました。保健師さんによる「冬場の体調管理・感染予防について」の講話を聞き、正しいマスクの

付け方などを学び、「ふまねっと」で運動不足を解消。皆さん慣れたもので手拍子しながら応援、

楽しそうでした。お昼を食べて終りました。皆さんご苦労様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月更新 

 

●男の料理教室 

2 月 14 日 今年度 6 回目となる「男の料理教室」を開催

しました。今回のメニューは「ジンギスカン鍋」。土鍋で

たくさんの野菜とジンギスカンで煮込んだお味は絶品で

した。参加者の皆さんの包丁さばきや段取りも回を重ね

ていくうちに手早くなり、良いチームワークでした。次回

4月は、煮物と茶わん蒸しに挑戦することとなりました。

初めての方も大歓迎です。是非ご参加ください。 

 

 

若者トーク中。 グループワークの様子 

マスクの付け方を教わりました。 かけ声に合わせてふまねっと運動。 

じーっと待っています。 



●ボランティアスクール 

2 月 16 日 ボランティアスクールを開催しました。毎年夏と冬に行っている事業ですが、今回は

「防災・減災」について学びました。月形消防署より「いざという時の備えと応急手当」について

講話後、炊き出し体験として、日赤奉仕団のご協力により、お鍋でご飯を炊いたり、豚汁を作りま

した。また、身近なものを使った簡単な防災方法についても参加者皆さんで体験。防災意識につい

て今一度学ぶ機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今月の「あずまし食堂」  ２月２１日 

先月の猛吹雪は何だったのかと思うほどの、青い空の下、４５名に来て頂いた 2

月の「あずまし食堂」。初めて参加された方も１０数名いらっしゃいました。 

普段も食べている野菜サラダも、雪解けを感じる今日この頃になると、なぜか色

鮮やかに春めいて見えます。ライスペーパーを使った「ティラミス」に驚いてい

る方もいらしゃいました。 

家庭の味とは一味違うビストロカレーに、満足の笑顔の花が咲いています。春

は、もうすぐそこに来ているようです。食後はのんびりとコーヒー片手に、お

友達との会話にも花を咲かせているようです。「来月も、食べにくるから」と、

嬉しい声も聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

骨折時の応急手当方法実演中 炊き出し体験 

毎度おなじみむぅ～んの

食材豆知識！ 

セルフサービスで受け取っていくのも 

手慣れています！ 
むぅ～んの皆さんも毎月楽しみにしています♪ 



●第３回子育てサロン「まんまるカフェ」 3 月 1 日 

２５名の参加で、賑やかに開催しました。ママから離れられずにいるお子さんもおり、てんてこ舞

いのスタートでしたが、さすがはベテランボランティアの皆さんです。「ママを見るから泣くのよ」

と、上手に子供を抱き上げて行かれます。ママさんは、後ろの子供達を気にかけながら、クッキン

グに集中しているようでした。子供達は、大きな紙に好きに絵を描いたり、走り回ったり、積み木

で遊んだり元気一杯です。「チーズドッグ」「餅チヂミ」は、とても美味しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中和・月ヶ岡ふれあいいきいきサロン 3 月 6 日 

南地区集落会館で、中和・月ヶ岡ふれあいいきいきサロンが

開催され、ボランティアさんを含め、20 名が参加してくれま

した。チームに分かれてゲームをしたり、桜もちを食べたり

しました。初めは固い表情でしたが、ゲームが進むにつれ笑

い顔に変わり大きな歓声があがり、ハイタッチするチームも

いました。最高年齢 92 歳の 2 人の参加者もハッスルし、皆

の声援を受けて大活躍でした。最後のビンゴゲームでは、景

品を吟味しながら選び、袋一杯に景品と楽しさを詰めていま

した。 

 

 
 

 

 

みんなでかいた絵の前で はいチーズ！ 
今回のインスタ映えコーナー 

テーマは「月形産!!」です♪ 

レクリエーションの様子 

みんなでボールの行方を見つめます。 


