
☆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 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 12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 

9 時-12 時 
陽だまり忘年会 



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  

オミクロン株「BA.5 型」というウイルスの流行により、日本全国で感染者増加の

傾向です。第 7 波ではという声も聞こえます。今のところ重症者数は特に増えてい

ません 

が、高齢者に流行が広がると心配です。高齢者の４回目ワクチン接種が始まって 

おり、すで接種を済ませたかたも多いことでしょう。 

 今月も基本的な感染対策を守り、サロンを続けます 
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陽だまり英会話 

時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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「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 12月

月 
 

 

やまの保健室 
毎毎日の生活の中で、健康・介護・看護に関するお悩み
ななどがあればどうぞお越しください。電話相談もお受

けけします。ご希望の方には訪問もいたします。 
毎週金曜日 10 時－12時 

        サロン 4 
 

    連絡先 岡部陽子 090-7368-2039 

 

オミクロン株によるコロナ感染の第 8 波がすでに押し寄せて来ていると言う専門家もい
ます。しかし、各地で行われるイベントなどの中止は要請しない ということで感染者数
は各県で増え続けています。 

今月末計画の忘年会も感染に注意して行いたいと思います。 
また、今月も基本的な感染対策を守り、サロンを続けます。 

 

陽だまり忘年会 
12月 23日（金）ご参加をお待ちしています 

 

 
 

コロナ禍で 3 年間休止していた恒例の忘年会です
が、今年はサークルの作品を鑑賞する、日頃の活動を
体験してもらうなどの機会を以下のようにもうけま
す。 

 
日 時：12月 23日（金）9時～12時 
場 所：こもれび 全館 
内 容：金曜日の陽だまりサロン体験（無料です） 

   （山の保健室・いきいき百歳体操・リユース） 
他にサークル作品の展示・フリーマーケット 
グループ、個人など自由にご参加ください。 

 
同時に「陽だまりカフェ」もオープンします。 

飲み物・お菓子は無料です。会員外の方も歓迎ですの
で、お友達など誘って三々五々お集まりください。 

 

いきいき百歳体操 

膝伸ばし運動 

ここでご紹介する体操は「膝伸ばし
運動」です。1、2、3、4 と少しずつ
脚を上げていきます。4 で膝を伸ばし
切ったとき、つま先を手前に。5、6、
7、8 で、もとにもどります。これを
左右 10 回ずつ 2 セット行います。こ

の体操のおかげで、こむら返りをしな
くなったと言われる方が多いのです。
一度試してみてください。 
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3 
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　身体障がい者・要介護者の送迎

　　　　　福祉有償運送

　☆通院、買物、食事などの送迎をいたします。

　　　　　問合せ　077-575-7536

　介護予防「陽だまりトレーニング教室」

　高齢者の筋力回復に、低負荷で楽しいマシーントレーニン

　グです。   料金：￥300(60分)

　               場所：環境と福祉の家

　　　　　　問合せ　077-575-7536

　生活支援(介護保険外)

　　　　草引き、剪定　承ります

　　　　　　　料金　500円＋100円（45分）

　　　　　　　(ボランティアさん+NPOへ)

　ボランティア募集

             ・福祉有償運送

           ・草引き、剪定作業

           ・家事援助


