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各務原市緑苑地区社会福祉協議会 

 各務原市緑苑中１－６ 

 ☎058-227-0483 

 E-mail : flatryokuen@yahoo.co.jp 

 ※ご意見・ご要望等は上記連絡先まで 

facebook 
緑苑地区社協だより  

右側のＱＲコードを読みこむか、
facebookで「緑苑地区社協だよ
り」を検索してください。 

緑苑地区社協及び ふ

らっとの住所はこちらの

ＱＲコードから読み込ん

でください。 
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「認知症研修会・防災研修会」（表紙写真） 

開催日：5月14日(土) 会場：ふらっと 

開催時間：10時～12時、13時30分～15時30分(2部制） 

認知症について「地域包括支援センタージョイフル各務原」の方

を講師にお招きして、研修を行いました。これまでは認知症に

なった本人ではなく、周りの人の思いが活動とか支援になってい

ました。しかし現在では認知症になった本人も、啓蒙活動や活動

について企画から参加していました。 

そのあと、「ふらっと」における防災について、防災担当者から研

修を受けました。とても有意義な研修会でした。 

 

       グリンタクシーを6月にスタート！      

       相乗りタクシーで「ふらっと」に来てみませんか 

緑苑地区社協では、タクシー会社と提携してふれあいハウス「ふらっと」への送迎事業を開始

します。利用者の負担金としては、自宅からふらっとまでの片道100円を予定しています。残

りの財源としては、各務原市の補助金が2/3、地区社協が1/3を予定しています。 

開始当初は、ふらっとから遠くて登坂となる緑苑南の方々を対象に運行を始めますが、利
用状況が安定すれば、他の地区の方々にも対象を広げます。また、将来的には近くの病院や
スーパーへの送迎も視野に入れています。（利用料は距離に応じて変化する予定です） 

運行予定日：週２回 

        （ふらっとが運営されている日が前提） 

        ※具体的な曜日は前の週に決定 

運行時間：往路10:00（自宅発）、 

       復路15:00（ふらっと発）※仮設定 

運行経路：南１,２,３,４丁目住民の自宅から 

       「ふらっと」までの往復 

利用料：片道１００円（２～３人での乗り合いが前提） 

※ご利用される方は事前登録が必要です。 

「認知症研修会・防災研修会」（ふらっと)の模様 



 

月  火  水  木  金  

27 ご自由にお越しください 
 活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～  

かな文字  
 ▶硯、墨、筆、下敷きをご持参 
  ください 

ＡＭ 

PＭ 

28 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
  お茶しませんか～ 

パソコン＆スマホ相談会 
  内容を連絡頂けましたら対応 
 スムーズ 

ＡＭ 

PＭ 

29 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談 

 お茶しませんか～  

山旅の思い出② 
 全国の山を登られた山旅のお話 
 気軽に楽しめる近場の紹介あり

ＡＭ 

PＭ 

30 ランチで集まろう！ 
  メニューはお楽しみ 

 申込お願いします  

ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～ 

ＡＭ 

PＭ 

1 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
  お茶しませんか～ 

健康体操13：30～ 
 水分補給ご持参ください 
 フレイル予防でリフレッシュ 

ＡＭ 

PＭ 

4 囲碁で集まろう 
 初めての方もお気軽に 
 親切に教えて頂けます 

日常文字練習 
 ▶筆、ペンをご持参ください 
  語らいを楽しみながら 

ＡＭ 

PＭ 

5 麻雀で集まろう 
 初心者大歓迎 
 みんなで楽しく 

お抹茶を楽しみましょう 
 一服が心豊かになります 
 お気軽にお出かけ下さい 

ＡＭ 

PＭ 

6 ご自由にお越しください 
 活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～  

地域包括支援SJF各務原 
 13：30～ 軽体操、日常生活の 
 お役立ち情報 

ＡＭ 

PＭ 

7 親子で一緒に遊ぼう 
 幼児対象 親子で交流 
 みんなで遊ぼ 

ご自由にお越しください 
 活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～  

ＡＭ 

PＭ 

8 写経 
 般若心経を書きましょう 
 お大師様とつれづれなるまま 

パソコン＆スマホ相談会 
  内容を連絡頂けましたら対応 
 スムーズ 

ＡＭ 

PＭ 

11 
 

ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
  お茶しませんか～ 

健康体操13：30～ 
 水分補給ご持参ください 
 フレイル予防でリフレッシュ 

ＡＭ 

PＭ 

12 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談 
 お茶しませんか～ 

パソコン＆スマホ相談会 
  内容を連絡頂けましたら対応 
 スムーズ 

ＡＭ 

PＭ 

13 水彩画を楽しもう 
  初めての方大歓迎  
 絵筆をもって楽しく！ 

水彩画を楽しもう 
  初めての方大歓迎  
 絵筆をもって楽しく！ 

ＡＭ 

PＭ 

14 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談 
 お茶しませんか～ 

将棋で集まろう 
 初めての方も大歓迎！ 

 基本から学べます 

ＡＭ 

PＭ 

15 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
  お茶しませんか～ 

 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～ 

ＡＭ 

PＭ 

18 
 

海の日 19 写経 
 般若心経を書きましょう 
 お大師様とつれづれなるまま 

ご自由にお越しください 
 活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～  

ＡＭ 

PＭ 

20 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談 
 お茶しませんか～ 

かな文字  
 ▶硯、墨、筆、下敷きをご持参 
  ください 

ＡＭ 

PＭ 

21 親子で一緒に遊ぼう 
 幼児対象 親子で交流 
 みんなで遊ぼ 

 ご自由にお越しください 
 活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～  

ＡＭ 

PＭ 

22 裂き織り 
 オリジナルのステキな小物を 
 作ってみませんか 

裂き織り 
  オリジナルのステキな小物を 
 作ってみませんか 

ＡＭ 

PＭ 

25 ランチで集まろう！ 
 メニューは当日のお楽しみ  
 要申込お願いします  

ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～ 

ＡＭ 

PＭ 

26 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
  お茶しませんか～ 

ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談  
 お茶しませんか～ 

ＡＭ 

PＭ 

27 ご自由にお越しください 
  活き活きサポート相談 

 お茶しませんか～  

パソコン＆スマホ相談会 
  内容を連絡頂けましたら対応 
 スムーズ 

ＡＭ 

PＭ 

28 簡単ソーイング 
 ▶ミシン、裁縫道具、材料もご持 
  参ください 

簡単ソーイング 
 ▶ミシン、裁縫道具、材料もご持 
  参ください 

ＡＭ 

PＭ 

29 折り紙 
  正方形から折り上げる作品に 
 チャレンジ 

折り紙 
 正方形から折り上げる作品に 
 チャレンジ 

ＡＭ 

PＭ 

ドリンクメニュー 
ドリップコーヒー（アイスも可）、紅茶、お茶 

カフェオレ各１００円（お菓子付き） 

ランチメニュー 一日モーニング  

午前10時～１２時   午後１時～３時 ＡＭ PＭ 

2月  今月の展示は、 二人展です お楽しみに 

 ふらっと 7月 予定表  ☎ 058ー227ー0483   

 

6月 

 

裂き織りがはじまります。  軽体操と日々の生活お役立情報   

7月 

裂き織りをご存知でしょうか？。普段私たちの生活の中で、
使用されなくなった着物や洋服を裂き、1本の糸にし交互、
上下に交差させ、オリジナルの布を作ります。織り機は簡単
な手作りです。織りあがった布を使ってお好きな作品に仕上
げます。材料はご持参ください。 

6日(水)1時半から、地域包括支援センタージョイフル各務原
さんに、軽体操と日々の生活に役立つ情報・予防などについ
て身近なお話をお聞きします。 

皆さまお誘いあわせて参加ください。お待ちしております。 


