
    
    

    

    

    

    

                                                                                                                                                

    

「「「「療育音楽療育音楽療育音楽療育音楽をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会」」」」からのメッセーからのメッセーからのメッセーからのメッセージジジジ    
    ３３３３ 月月月月 ５５５５ 日日日日 （（（（ 火火火火 ）））） 会 場会 場会 場会 場 と な っ たと な っ たと な っ たと な っ た 朝 霞 市 中 央 公 民朝 霞 市 中 央 公 民朝 霞 市 中 央 公 民朝 霞 市 中 央 公 民 館館館館学習学習学習学習

室室室室にににに準備準備準備準備したおしたおしたおしたお席席席席がいっぱいになるがいっぱいになるがいっぱいになるがいっぱいになる程程程程のののの熱心熱心熱心熱心さでさでさでさでおおおお

集集集集まりいただきましたまりいただきましたまりいただきましたまりいただきました。。。。    

    月例会月例会月例会月例会もももも、、、、発表発表発表発表ステージもステージもステージもステージも年末年末年末年末のののの「「「「音楽音楽音楽音楽でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶ会会会会」」」」

もももも、、、、スムーズにスムーズにスムーズにスムーズに運営運営運営運営されてきましたされてきましたされてきましたされてきました・・・・・・・・。。。。がががが、、、、カメラカメラカメラカメラ

をををを通通通通してしてしてして、、、、おおおお一人一人一人一人おおおお一人一人一人一人をををを見見見見ているとているとているとていると笑顔笑顔笑顔笑顔がががが減減減減りましりましりましりまし

たたたた。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者もももも活気活気活気活気ががががないないないない？？？？誰誰誰誰のため・のため・のため・のため・何何何何のためののためののためののための運営運営運営運営

というというというという疑問疑問疑問疑問もももも湧湧湧湧いていていていてきましたきましたきましたきました。。。。試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤するするするする中中中中でででで、、、、河河河河

東東東東田田田田博教授博教授博教授博教授（（（（立教大学大学院立教大学大学院立教大学大学院立教大学大学院））））をおをおをおをお招招招招きしきしきしきし、、、、NPONPONPONPO 法法法法

人人人人ななななかよしかよしかよしかよしねっとねっとねっとねっとさんとさんとさんとさんとNPONPONPONPO法人彩法人彩法人彩法人彩のののの会会会会さんのさんのさんのさんの先輩先輩先輩先輩

活動者活動者活動者活動者のおのおのおのお力力力力をををを借借借借りてりてりてりて、、、、一緒一緒一緒一緒にににに学習会学習会学習会学習会をしましたをしましたをしましたをしました。。。。障障障障

がいがいがいがい児児児児・・・・者者者者がががが前面前面前面前面にににに、、、、主役主役主役主役にににに運営運営運営運営するするするするにはにはにはにはをテーマにをテーマにをテーマにをテーマに

学学学学びましたびましたびましたびました。。。。そのそのそのその後後後後、、、、保護者保護者保護者保護者ととととももももおおおお話合話合話合話合いをしいをしいをしいをし、、、、協力協力協力協力

してくださっているしてくださっているしてくださっているしてくださっている音楽家音楽家音楽家音楽家のののの方方方方々々々々にもおにもおにもおにもお話話話話してしてしてして、、、、実行実行実行実行

委員会委員会委員会委員会もももも月例会月例会月例会月例会のののの終終終終わったわったわったわった日中日中日中日中にににに出来出来出来出来るようになりるようになりるようになりるようになり

ましたましたましたました。。。。若者若者若者若者もももも意見意見意見意見をををを発信発信発信発信しししし始始始始めましためましためましためました。。。。例会例会例会例会もゆっもゆっもゆっもゆっ

たりとたりとたりとたりと進行進行進行進行しししし参加者全員参加者全員参加者全員参加者全員にににに良良良良いいいい反響反響反響反響がでていますがでていますがでていますがでています。。。。    

    

    

    

    

    

                絵絵絵絵をををを通通通通じてのじてのじてのじての友好友好友好友好マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア各地各地各地各地＆＆＆＆日日日日本本本本    
マレーシアではマレーシアではマレーシアではマレーシアでは、、、、展覧会展覧会展覧会展覧会がががが終了終了終了終了するとするとするとすると、、、、各地各地各地各地のののの図書館職員図書館職員図書館職員図書館職員のののの努力努力努力努力でででで、、、、ブラブラブラブラ

ンチをンチをンチをンチを巡回展巡回展巡回展巡回展ししししていますていますていますています。。。。一人一人一人一人でもでもでもでも多多多多くくくくのののの方方方方々々々々にににに日本日本日本日本のののの作品作品作品作品とととと、、、、地域地域地域地域のののの同同同同じじじじ

年齢年齢年齢年齢のののの作品作品作品作品をををを見見見見てててて頂頂頂頂こうこうこうこうとととと前向前向前向前向きですきですきですきです。。。。日本日本日本日本でもでもでもでも、、、、東京東京東京東京・・・・新潟新潟新潟新潟ににににもももも広広広広ががががりまりまりまりま

したしたしたした。。。。マレーシアのマレーシアのマレーシアのマレーシアの６６６６年生年生年生年生がががが、、、、１１１１１１１１月月月月にににに朝霞朝霞朝霞朝霞にににに参参参参りますりますりますります。。。。募集募集募集募集：：：：ホ ス ト フ ァ ミ リホ ス ト フ ァ ミ リホ ス ト フ ァ ミ リホ ス ト フ ァ ミ リ ーーーー

        

                                            

認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター    ２０１２０１２０１２０１３３３３年年年年４４４４月月月月３０３０３０３０日発行日発行日発行日発行    No.No.No.No.4444４４４４    

    発行発行発行発行    認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人認定特定非営利活動法人メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center) (MAY Asaka Center)    
                住所住所住所住所    〒〒〒〒351351351351----0011001100110011    埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町埼玉県朝霞市本町２２２２----7777----17171717    電話電話電話電話    048048048048----468468468468----6972 Fax 0486972 Fax 0486972 Fax 0486972 Fax 048----468468468468----7088708870887088    
                URL URL URL URL http://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.nethttp://www.mayasaka.net   E   E   E   E----mail mail mail mail mayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.netmayasaka@mayasaka.net    
                会費会費会費会費 ・カンパ・カンパ・カンパ・カンパ 振込振込振込振込         〒〒〒〒 振込振込振込振込     00130001300013000130----9999----114311 114311 114311 114311 特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人 メイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンターメイあさかセンター

りそなりそなりそなりそな銀行朝霞支店銀行朝霞支店銀行朝霞支店銀行朝霞支店（（（（普普普普））））3954671 3954671 3954671 3954671 トクテイヒトクテイヒトクテイヒトクテイヒエイリカツドウホウジンメイアサカセンターエイリカツドウホウジンメイアサカセンターエイリカツドウホウジンメイアサカセンターエイリカツドウホウジンメイアサカセンター    

障障障障がいがいがいがい者者者者がががが地域地域地域地域でででで生活生活生活生活するということするということするということするということ・・・・・・・・
・・・・学習会学習会学習会学習会をしましたをしましたをしましたをしました    ３３３３月月月月５５５５日日日日    
    

１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））

特養内間木苑慰特養内間木苑慰特養内間木苑慰特養内間木苑慰問問問問    

３３３３月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火））））    

河東田教授河東田教授河東田教授河東田教授をををを招招招招いて・いて・いて・いて・・・・・

多様多様多様多様なななな連携連携連携連携でミッションでミッションでミッションでミッション遂遂遂遂行行行行    

 弊法人弊法人弊法人弊法人はははは、、、、長長長長いいいい年月年月年月年月、、、、地味地味地味地味ながらながらながらながら着実着実着実着実にににに活動活動活動活動してしてしてして

きましたきましたきましたきました。。。。しかししかししかししかし、、、、時代時代時代時代のののの変化変化変化変化のテンポがのテンポがのテンポがのテンポが速速速速くくくく、、、、学学学学

びながらのびながらのびながらのびながらの活動活動活動活動だけではだけではだけではだけでは追追追追いつかなくなりましたいつかなくなりましたいつかなくなりましたいつかなくなりました。。。。

課題課題課題課題がががが山積山積山積山積しているのでしているのでしているのでしているので専門性専門性専門性専門性をををを取取取取りりりり入入入入れるためにれるためにれるためにれるために

多多多多くのくのくのくの団体団体団体団体やややや機関機関機関機関とととと連携連携連携連携してしてしてして目標目標目標目標達成達成達成達成にににに邁進邁進邁進邁進してきしてきしてきしてき

ましたましたましたました。。。。平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度はははは特特特特にににに際立際立際立際立ってってってって下記下記下記下記のようにのようにのようにのように

多様多様多様多様なななな連携連携連携連携をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。    

記記記記    

１１１１．．．．南西部地域南西部地域南西部地域南西部地域のののの中核中核中核中核となるとなるとなるとなるNPONPONPONPO育成支援育成支援育成支援育成支援セミナーセミナーセミナーセミナー
＊＊＊＊NPONPONPONPO法人東上法人東上法人東上法人東上まちづくりフォーラムまちづくりフォーラムまちづくりフォーラムまちづくりフォーラムにににに一部委託一部委託一部委託一部委託

２２２２．．．．中間中間中間中間リーダーリーダーリーダーリーダー育成育成育成育成によるによるによるによる介護予防促進介護予防促進介護予防促進介護予防促進とととと支支支支ええええ合合合合いいいい構築事構築事構築事構築事業業業業    
        ＊＊＊＊８８８８機関機関機関機関がががが協議体協議体協議体協議体をををを構成構成構成構成    
３３３３．．．．個別支援実施事業個別支援実施事業個別支援実施事業個別支援実施事業「「「「認定取得認定取得認定取得認定取得コースコースコースコース」」」」    
        ＊＊＊＊NPONPONPONPO法人法人法人法人さいたまさいたまさいたまさいたまNPONPONPONPOセンターよりセンターよりセンターよりセンターより受託受託受託受託    
    

会費会費会費会費＆＆＆＆ごごごご寄付寄付寄付寄付ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます
 年度年度年度年度をををを閉閉閉閉じますがじますがじますがじますが、、、、おかげさおかげさおかげさおかげさ
までまでまでまで、、、、個人会員個人会員個人会員個人会員 89898989名名名名法人法人法人法人・・・・団団団団
体体体体７７７７ですですですです。。。。ごごごご寄付寄付寄付寄付にににに関関関関しましてしましてしましてしまして
もももも128128128128名名名名のののの方方方方々々々々からからからから頂戴頂戴頂戴頂戴していしていしていしてい
ますますますます。。。。ありがとうございましありがとうございましありがとうございましありがとうございましたたたた。。。。    

  無料配布無料配布無料配布無料配布していますしていますしていますしています    ごごごご活用活用活用活用くださいくださいくださいください！！！！    
介護予防普及活動介護予防普及活動介護予防普及活動介護予防普及活動のののの知恵知恵知恵知恵がががが網羅網羅網羅網羅されていますされていますされていますされています。。。。
＊＊＊＊ポケットガイドポケットガイドポケットガイドポケットガイド＊＊＊＊研修記録誌研修記録誌研修記録誌研修記録誌・・・・A2A2A2A2ポスターポスターポスターポスター    
        連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください. Tel  048. Tel  048. Tel  048. Tel  048----468468468468----6972  6972  6972  6972      



    

                                                                                                                                                                    

    

    

    

    

        

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
 

 

 朝霞朝霞朝霞朝霞でいきいきネットワークでいきいきネットワークでいきいきネットワークでいきいきネットワーク
（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防））））のののの恒例行事恒例行事恒例行事恒例行事にににに参加参加参加参加、、、、
小小小小さなさなさなさな集集集集いのいのいのいの方方方方々々々々がががが上記上記上記上記３３３３つのつのつのつの先先先先
生生生生となってとなってとなってとなって大活躍大活躍大活躍大活躍！！！！８９８９８９８９歳歳歳歳のののの方方方方もももも
終日頑張終日頑張終日頑張終日頑張ってってってって心地良心地良心地良心地良いいいい？？？？疲労疲労疲労疲労でででで熟熟熟熟
睡睡睡睡されたとのされたとのされたとのされたとの報告報告報告報告ですですですです。。。。このこのこのこの日日日日はははは    
入場者数入場者数入場者数入場者数延延延延べべべべ５００５００５００５００人人人人をををを超超超超ええええ、、、、オオオオ
ーバーワークになったことへのーバーワークになったことへのーバーワークになったことへのーバーワークになったことへの反反反反
省省省省しきりでしたしきりでしたしきりでしたしきりでした。。。。((((メイよりメイよりメイよりメイより１０１０１０１０名名名名））））    
    

 

 

高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉のののの要要要要のののの活動活動活動活動ですですですです。。。。音楽療音楽療音楽療音楽療
法法法法をををを取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて((((介護介護介護介護予防予防予防予防のののの運動運動運動運動とととと
してしてしてして）、）、）、）、月例会月例会月例会月例会をしをしをしをし、、、、知的障知的障知的障知的障がいがいがいがい児児児児・・・・
者者者者とととと月例会月例会月例会月例会をしをしをしをし…………若若若若さをもらってさをもらってさをもらってさをもらって
いますいますいますいます。。。。９０９０９０９０歳歳歳歳になるとになるとになるとになると「「「「マレーシマレーシマレーシマレーシ
アアアア産産産産すずすずすずすず製品製品製品製品====ピューターピューターピューターピューター」」」」をををを贈贈贈贈っっっっ
ていますがていますがていますがていますが、、、、８８８８月例会月例会月例会月例会におにおにおにお一方一方一方一方、、、、来来来来
年年年年おおおお一方一方一方一方とととと続続続続きますきますきますきます。。。。見習見習見習見習わわわわなななな    
ければければければければ！！！！楽器楽器楽器楽器がががが増増増増えましたえましたえましたえました    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

        
    

 

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    思思思思いいいい思思思思いのことばでいのことばでいのことばでいのことばで今日今日今日今日のののの楽楽楽楽しししし
さをさをさをさを表現表現表現表現されてされてされてされていいいいましたましたましたました。。。。来月来月来月来月おおおお
会会会会いするいするいするいする約束約束約束約束ももももしっかりしっかりしっかりしっかり伝伝伝伝えてえてえてえて。。。。    
    名札名札名札名札をををを丹念丹念丹念丹念にににに回収回収回収回収してくれるしてくれるしてくれるしてくれる方方方方    
楽器楽器楽器楽器をををを運運運運んでんでんでんで収納収納収納収納してくれるしてくれるしてくれるしてくれる
方方方方・・・・・・・・・・・・８０８０８０８０代代代代９０９０９０９０代代代代のののの方方方方々々々々はははは嬉嬉嬉嬉
しそうにしそうにしそうにしそうに安心安心安心安心してしてしてして託託託託していますしていますしていますしています。。。。    

    今年今年今年今年のレパートリーのレパートリーのレパートリーのレパートリー    
１１１１．．．．風風風風とととと笑笑笑笑みみみみ（（（（メイあさかセンタメイあさかセンタメイあさかセンタメイあさかセンターのーのーのーの歌歌歌歌））））

２２２２．．．．こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは（（（（手話手話手話手話））））    
３３３３．．．．花花花花がががが咲咲咲咲くくくく        
４４４４．．．．世界世界世界世界にににに一一一一つだけのつだけのつだけのつだけの花花花花    
５５５５．．．．上上上上をををを向向向向いていていていて歩歩歩歩こうこうこうこう    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                        
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
＊＊＊＊１１１１月月月月    ８８８８    日日日日    調理教室で御用始め調理教室で御用始め調理教室で御用始め調理教室で御用始め    
＊＊＊＊１１１１月月月月１０１０１０１０    日日日日    市民企画講座市民企画講座市民企画講座市民企画講座    
＊＊＊＊１１１１月月月月１５１５１５１５    日日日日    ガレージセールガレージセールガレージセールガレージセール    
＊＊＊＊１１１１月月月月１７１７１７１７    日日日日    音楽療法研修音楽療法研修音楽療法研修音楽療法研修    
＊＊＊＊１１１１月月月月１８１８１８１８    日日日日    打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ打ち合わせ    

（（（（NPONPONPONPO 法人彩法人彩法人彩法人彩の会・なかよしねっとの会・なかよしねっとの会・なかよしねっとの会・なかよしねっと））））    
＊＊＊＊１１１１月月月月２２２２２２２２    日日日日    第六小学校第六小学校第六小学校第六小学校昔遊びに講昔遊びに講昔遊びに講昔遊びに講

師（富士見クラブの方も師（富士見クラブの方も師（富士見クラブの方も師（富士見クラブの方も））））    
＊＊＊＊１１１１月月月月２５２５２５２５    日日日日    青少年市民会議理事会青少年市民会議理事会青少年市民会議理事会青少年市民会議理事会    
＊１月２６＊１月２６＊１月２６＊１月２６    日日日日    内間木苑へ「内間木苑へ「内間木苑へ「内間木苑へ「療育音楽療育音楽療育音楽療育音楽

を楽しむ会」で慰問演を楽しむ会」で慰問演を楽しむ会」で慰問演を楽しむ会」で慰問演奏奏奏奏    
＊＊＊＊１月２７１月２７１月２７１月２７    日日日日    国際協力展示・・北浦和国際協力展示・・北浦和国際協力展示・・北浦和国際協力展示・・北浦和    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
＊＊＊＊    ２２２２月月月月    １１１１    日日日日    協議体学習会協議体学習会協議体学習会協議体学習会    

講師講師講師講師    高野准教授高野准教授高野准教授高野准教授    
＊＊＊＊    ２２２２月月月月    ５５５５    日日日日    市民企画講座市民企画講座市民企画講座市民企画講座    
＊＊＊＊    ２２２２月月月月    ７７７７    日日日日    療育音楽研修療育音楽研修療育音楽研修療育音楽研修    
                                            大宮南高校で講演大宮南高校で講演大宮南高校で講演大宮南高校で講演    
                                                            （代表理事）（代表理事）（代表理事）（代表理事）                                
＊＊＊＊    ２２２２月月月月１１１１００００    日日日日    南西部セミナー最終南西部セミナー最終南西部セミナー最終南西部セミナー最終    
＊＊＊＊    ２２２２月月月月１１１１４４４４    日日日日    足もみ研修会足もみ研修会足もみ研修会足もみ研修会・調理最終・調理最終・調理最終・調理最終        
＊＊＊＊    ２２２２月月月月１５１５１５１５    日日日日    県アジアクラブセミナー県アジアクラブセミナー県アジアクラブセミナー県アジアクラブセミナー    
                                        朝霞第六小評議員会朝霞第六小評議員会朝霞第六小評議員会朝霞第六小評議員会        
＊＊＊＊    ２２２２月月月月    ２０２０２０２０日日日日    県・協議体事業発表県・協議体事業発表県・協議体事業発表県・協議体事業発表    
＊＊＊＊    ２２２２月月月月    ２１２１２１２１日日日日    療育音楽研修療育音楽研修療育音楽研修療育音楽研修    
＊＊＊＊    ３３３３月月月月    ３３３３    日日日日    世代間交流・物づくり世代間交流・物づくり世代間交流・物づくり世代間交流・物づくり    
＊＊＊＊    ３月３月３月３月    ５５５５    日日日日    河東田教授講演会河東田教授講演会河東田教授講演会河東田教授講演会    
＊＊＊＊    ３３３３月月月月１４１４１４１４    日日日日    ほっとの会ほっとの会ほっとの会ほっとの会    
＊＊＊＊    ３３３３月月月月１９１９１９１９    日日日日    県国際交流協会評議員会県国際交流協会評議員会県国際交流協会評議員会県国際交流協会評議員会    
＊＊＊＊    ３月２１３月２１３月２１３月２１    日日日日    理事会理事会理事会理事会    
＊＊＊＊    ３月２２３月２２３月２２３月２２    日日日日    小学校卒業式参列小学校卒業式参列小学校卒業式参列小学校卒業式参列    

県国際協力ネット幹事会県国際協力ネット幹事会県国際協力ネット幹事会県国際協力ネット幹事会    

＊＊＊＊    ４月１１４月１１４月１１４月１１    日日日日    ほっとの会ほっとの会ほっとの会ほっとの会    
                                            ５１回絵写真撮影５１回絵写真撮影５１回絵写真撮影５１回絵写真撮影    
＊＊＊＊    ４月１２４月１２４月１２４月１２    日日日日    青少年育成理事会青少年育成理事会青少年育成理事会青少年育成理事会    
                                            NGONGONGONGO ネット役員会ネット役員会ネット役員会ネット役員会    
＊＊＊＊    ４月４月４月４月２８２８２８２８    日日日日        ５１回絵５１回絵５１回絵５１回絵    選別選別選別選別    
    
    

ここここ    れれれれ    まままま    でででで    （（（（１１１１月月月月～～～～４４４４かかかか月実績月実績月実績月実績））））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・201201201201３３３３年年年年１１１１月月月月~~~~201201201201３３３３年年年年４４４４月月月月

世代間交流世代間交流世代間交流世代間交流    
            物物物物づくりづくりづくりづくり体験教室体験教室体験教室体験教室    

３３３３月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））終日終日終日終日    
    

朝霞朝霞朝霞朝霞でいきいきネットワークのでいきいきネットワークのでいきいきネットワークのでいきいきネットワークの恒例行恒例行恒例行恒例行事事事事     
於於於於：：：：朝霞市産業文化朝霞市産業文化朝霞市産業文化朝霞市産業文化センターセンターセンターセンター    

        

あとがきあとがきあとがきあとがき    
事業事業事業事業ラッシュのラッシュのラッシュのラッシュの一年一年一年一年でしたでしたでしたでした。。。。ニュニュニュニュ

ースもースもースもースも３３３３回回回回発行発行発行発行しししし、、、、ホームページもホームページもホームページもホームページも
有志有志有志有志のごのごのごのご尽力尽力尽力尽力ででででリニュアルリニュアルリニュアルリニュアルししししましましましましたたたたがががが
原稿提出原稿提出原稿提出原稿提出がおぼつかなくがおぼつかなくがおぼつかなくがおぼつかなく不便不便不便不便をおかをおかをおかをおか
けいたしましたことをけいたしましたことをけいたしましたことをけいたしましたことを、、、、おおおお詫詫詫詫びいたびいたびいたびいた
しますしますしますします。。。。２５２５２５２５年度年度年度年度はははは、、、、タイムリーなタイムリーなタイムリーなタイムリーな
情報提供情報提供情報提供情報提供にににに心心心心がけますがけますがけますがけます。。。。よろしくよろしくよろしくよろしく
ごごごご指導指導指導指導くださいませくださいませくださいませくださいませ。。。。（（（（代 表 理 事 尾代 表 理 事 尾代 表 理 事 尾代 表 理 事 尾 池池池池））））                    
    

療育音楽療育音楽療育音楽療育音楽をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会

            

    

＊＊＊＊英会話英会話英会話英会話レッスンレッスンレッスンレッスン＊＊＊＊    
    毎週毎週毎週毎週木曜日木曜日木曜日木曜日、、、、サテライトサロサテライトサロサテライトサロサテライトサロ

ンはンはンはンは真剣真剣真剣真剣にもにもにもにも楽楽楽楽しくしくしくしく「「「「英語英語英語英語」」」」のののの

時間時間時間時間がががが流流流流れますれますれますれます。。。。参加者参加者参加者参加者はははは８８８８５５５５

歳歳歳歳のののの熱心熱心熱心熱心なななな方方方方にににに引引引引っっっっ張張張張られてられてられてられて宿宿宿宿

題題題題までチャレンジしていますまでチャレンジしていますまでチャレンジしていますまでチャレンジしています。。。。

講師講師講師講師もももも予習復習予習復習予習復習予習復習にににに余念余念余念余念がなく・・がなく・・がなく・・がなく・・

初級初級初級初級クラスクラスクラスクラス（（（（初初初初めてめてめてめて英会話英会話英会話英会話にチにチにチにチ

ャレンジするャレンジするャレンジするャレンジする））））もももも始始始始めますめますめますめます。。。。    

        ＊＊＊＊足足足足もみもみもみもみ体験学習体験学習体験学習体験学習＊＊＊＊ 

丁寧丁寧丁寧丁寧にににに教教教教えてくれるというえてくれるというえてくれるというえてくれるという評評評評

判判判判でででで、、、、楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら続続続続いていまいていまいていまいていま

すすすす。。。。長年生活習慣長年生活習慣長年生活習慣長年生活習慣でででで不便不便不便不便をををを感感感感じじじじ

ていたていたていたていた方方方方もももも自身自身自身自身のののの足足足足もみでもみでもみでもみで脱脱脱脱すすすす

ることがることがることがることが出来出来出来出来たりたりたりたり、、、、よくよくよくよく眠眠眠眠れるれるれるれる

ようになったようになったようになったようになった方方方方などなどなどなど変化変化変化変化をををを喜喜喜喜んんんん

でいますでいますでいますでいます。。。。おしゃべりしおしゃべりしおしゃべりしおしゃべりしててててみんみんみんみん

なですることでなですることでなですることでなですることで効果有効果有効果有効果有りですりですりですりです。。。。

        ＊＊＊＊パソコンレッスンパソコンレッスンパソコンレッスンパソコンレッスン＊＊＊＊    

    月月月月・・・・火火火火・・・・水水水水・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日とととと親切親切親切親切・・・・

優優優優しいしいしいしい講師講師講師講師がががが人気人気人気人気でででで日増日増日増日増しにしにしにしに参参参参

加者加者加者加者がががが増増増増えていますえていますえていますえています。。。。講師講師講師講師のののの根根根根

気強気強気強気強 さにさにさにさに 頭頭頭頭 がががが 下下下下 がりますがりますがりますがります 。。。。

入会随時入会随時入会随時入会随時おおおお受受受受けしますけしますけしますけします。。。。    500500500500円円円円////週週週週    

１月１月１月１月２１日２１日２１日２１日（月）（月）（月）（月）、、、、天皇天皇天皇天皇・・・・皇后皇后皇后皇后両陛下より両陛下より両陛下より両陛下より
御所にお招きを戴き、マレーシア工科大御所にお招きを戴き、マレーシア工科大御所にお招きを戴き、マレーシア工科大御所にお招きを戴き、マレーシア工科大
学木下博士と参内いたしました。両陛下学木下博士と参内いたしました。両陛下学木下博士と参内いたしました。両陛下学木下博士と参内いたしました。両陛下
と私たと私たと私たと私たちのみで余人を交えず、夕食まちのみで余人を交えず、夕食まちのみで余人を交えず、夕食まちのみで余人を交えず、夕食ま
で頂戴しながらの一時間半、マレーシアで頂戴しながらの一時間半、マレーシアで頂戴しながらの一時間半、マレーシアで頂戴しながらの一時間半、マレーシア
での活動についてのご下問を頂きましでの活動についてのご下問を頂きましでの活動についてのご下問を頂きましでの活動についてのご下問を頂きまし
た。た。た。た。両陛下のご親交の深いマレーシア両陛下のご親交の深いマレーシア両陛下のご親交の深いマレーシア両陛下のご親交の深いマレーシア
王族の方や、皇太子時代を含めて、国王族の方や、皇太子時代を含めて、国王族の方や、皇太子時代を含めて、国王族の方や、皇太子時代を含めて、国
賓としてご訪問された際のエピソード等賓としてご訪問された際のエピソード等賓としてご訪問された際のエピソード等賓としてご訪問された際のエピソード等
終始暖かくお話頂くという素敵な光栄を終始暖かくお話頂くという素敵な光栄を終始暖かくお話頂くという素敵な光栄を終始暖かくお話頂くという素敵な光栄を
頂戴いたしました。（頂戴いたしました。（頂戴いたしました。（頂戴いたしました。（    代表理事代表理事代表理事代表理事    尾池）尾池）尾池）尾池）    

    

例会終了例会終了例会終了例会終了あいさつあいさつあいさつあいさつ！！！！    

内内内内・・・・外活動外活動外活動外活動

ミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロミニデイサービスサテライトサロンンンン
 

 
給食袋作給食袋作給食袋作給食袋作り・・り・・り・・り・・・・・・４４４４４４４４人人人人    

ぶんぶんこまぶんぶんこまぶんぶんこまぶんぶんこま作作作作り・・り・・り・・り・・１ ０１ ０１ ０１ ０ ００００人人人人

パウチでパウチでパウチでパウチで壁掛壁掛壁掛壁掛けけけけ作作作作り・・り・・り・・り・・５５５５ ００００人人人人

カ ホカ ホカ ホカ ホ ンンンン

中間中間中間中間リーダーリーダーリーダーリーダー育成育成育成育成によるによるによるによる介護予防促進介護予防促進介護予防促進介護予防促進とととと     
支支支支ええええ合合合合いいいい構築事業協議構築事業協議構築事業協議構築事業協議会会会会        構成者構成者構成者構成者    

朝霞市朝霞市朝霞市朝霞市・・・・認定認定認定認定NPONPONPONPO法人法人法人法人メイあさかメイあさかメイあさかメイあさか
センター・センター・センター・センター・NPONPONPONPO法人法人法人法人オーラルヘルオーラルヘルオーラルヘルオーラルヘル
スプロモーション・スプロモーション・スプロモーション・スプロモーション・NPONPONPONPO法人法人法人法人ぽけぽけぽけぽけ
っとステーション・っとステーション・っとステーション・っとステーション・朝霞朝霞朝霞朝霞でいきいでいきいでいきいでいきい
きネきネきネきネットワークットワークットワークットワーク（（（（介護予防介護予防介護予防介護予防））））・・・・公公公公
益財団法人東京益財団法人東京益財団法人東京益財団法人東京ミュージックボラミュージックボラミュージックボラミュージックボラ
ンティアンティアンティアンティア協会協会協会協会・・・・東洋大学准教授東洋大学准教授東洋大学准教授東洋大学准教授・・・・
（（（（有有有有））））地域政策地域政策地域政策地域政策ネットワークネットワークネットワークネットワーク研究研究研究研究所所所所    
 


