
☆希望者の送迎をいたします。ご連絡ください。 

☆サークルの見学は自由です。ぜひどうぞ。 

 

本部事務局 
☎ 077-575-7536 

  大津市比叡平 2-35-16 

   環境と福祉の家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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やまの保健室(10時-12時）

いきいき体操(11時-12時）
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2022年 4月 自治会館 こもれび 

NPO法人 比叡平・陽だまりの会の活動 

1)自治会館こもれび「陽だまりサロン」 

2)福祉有償運送(身体障がい者、要介護者の送迎) 

3)介護予防「陽だまりトレーニング教室」 

健康相談、介護相談の「やまの保健室」 

4)生活支援(介護保険外) 

庭の草引き、剪定、生活のお困りごと全般 

5)環境活動「リユースセンター事業」 

 

 

お問合せ 

毎週金曜日 10 時～12 時 
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緊急事態宣言が出ていた間は休んでいましたが、無事再開できました。レギ
ュラーメン 
バーもおられます。 

 

サロンの状況 

 

 

緊急事態宣言が出ていた間は休んでい
ましたが、無事再開できました。レギュラーメン 
バーもおられます。 

 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1 2 3

10-12 パソコンの友

13-15 歌声ひろば休み

6 7 8 9 10

10-12 陽だまり喫茶休み

13-15 詩吟の会休み

13 14 15 16 17

10-12
陽だまり英会話
11時30分迄

健康ウォーキング

陽だまり喫茶休み
パソコンの友

13-15 ニットカフェ休み 名画サロン休み

20 21 22 23 24

10-12 陽だまり喫茶休み

13-15 詩吟の会休み
国語の時間
13時30分～

27 28 29 30

10-12
陽だまり英会話
11時30分迄

健康ウォーキング

陽だまり喫茶休み

13-15 ニットカフェ休み

ミニデイサービス休み

やまの保健室(10時-12時）

いきいき体操(11時-12時）

ミニデイサービス休み

やまの保健室(10時-12時）

いきいき体操(11時-12時）

ミニデイサービス休み

やまの保健室(10時-12時）

いきいき体操(11時-12時）

ミニデイサービス休み

やまの保健室(10時-12時）

いきいき体操(11時-12時）

「スマホに替えたものの電話以外使えな

い」「せっかくのスマホ、もっと活用し

たい」と思っておられるシニアの方に教

室を開きたいと考えています。どなたか

講師になっていただけませんか？

「もう着ない。だけど処分できない着

物を自分で何かに作り直したい」と

思っている、お裁縫は自信がない人向

けにどなたか講師になっていただけま

せんか？

シニア向けスマホ教室 着物リメイク教室

陽だまりサロン教室講師募集‼

連絡先　080-3814-1479　中山 元男
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 ミニデイサービス 
参加してくださっている会員には、申し

訳なかったのですが、8 月は第１週だけで
サロンは閉じています。参加者の皆さんは

ワクチン接種を済ませておられますが、感
染は油断ができません。金曜カフェの有志

の方による昼食サービスもありがたかった
のですが、残念です。 

9 月のミニデイも残念ながらお休みにな

ります。事態が好転した場合、再開の可能
性はあります。 

2022年 4月
月 

 

 

やまの保健室 
春はメンタル（精神的・心理的）が乱れがちになることが多く、気づかないうちにストレスが

強くなっていることもあります。そこで就寝前などに心と体をほぐす体操をするのはいかがでし
ょうか？仰向けに寝て背伸びをしたり、両手両足を上げ手足をブルブルふるわせたりして全身の

緊張や筋肉をほぐしましょう。 
 

毎日の生活の中で、健康・介護・看護に関するお悩みなどがあれば、どうぞお越
しください。電話相談もお受けします。ご希望の方には訪問もいたします。 

                連絡先 岡部陽子 090-7368-2039 

 

 

滋賀県の新型コロナは 3 月も感染者多数の報道でした。死者数も今までになく多数で
す。第 7 波ではと考える方もおられるようです。 

１月に再開した「ミニデイサービス」ですが第１週に 1 度だけ開いたサロンを 
最後に、３月いっぱいまでお休みしました。今月から再開しますが、状況により 
中止になるかもしれません。 

「ニットカフェ」は今月もお休みですが、他のサロンはカレンダーとおりに開きます。 

 

国語の時間 

2020 年 9 月から読
み続けている徒然草
ですが、月 1 回のサ
ロンのためやっと、
73 段までたどり着
きました。 

読み終えてのコーヒータイムの
雑談も毎回の楽しみです。 
 

陽だまり英会話 

 
2020 年 8 月に始まった
「陽だまり英会話」教室、
コロナで休んだ月も多かっ
たのですが、毎回楽しく集

まっています。 
新年のある日は、「折り紙

教室」に。 

 お正月にやってきた小学 1 年生の孫に教えて
もらったという、折り紙をみんなで楽しみまし

た。伸びたり、縮んだり、曲がったりするかわ
いい「腹ペコ青虫」です。折り方を英語で説
明。教える方も習う方も大変。難しくてその日
のうちにマスターできなかった人も。 

 


