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映画の 日

6月 5日 (火)13:00～

題 若大将シ リーズ

「エ レキの若大将」

主演 加山雄三 星轟里子
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6月 に入 り、店先では、母の 日のプレゼン トか ら父

の 日のプレゼン トに代わ り商品が並んでいます。

日頃は忙 しさのあま り、忘れがちになっている父や

母の事、年に一度思い出させて

くれる日かも知れません。我が

子に無償の愛を届け、見守 り続

けてくれた父や母、感謝の気持

ちを忘れることはできません。

今月の予定

平成 30年 6月 1日  第 76号

蘊軋鑽勒饒彬木「聰選瘍儡し

平成 24年 2月 5日 に地域住民・高齢者のふれあい

の場として開所しました。

おかげさまで利用される方々も増え、地域の皆様の

絆が深まりつつあります。

お友だち同士で、絆で待ち合わせをして、コーヒー

を飲みながら話が弾んでいます。皆様も、お気軽にコ

ーヒーを飲みにお越 しください。お待ちしています。
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t日 (水)

10:30～‐■200

| .読書談議

6月 16日 (土)

13:00-111510101

家庭菜園談議

6月 25日 (月 )

10:30～ 12:00

開所時間 10時から 16時まで

開所曜 日 月・火・水・木・± 0日

休 館 日 金曜 日・祝 日と年末年始・連体

> 高齢者の困りごと相談受付

0日 々の困りごと

・ 垣根剪定(平成 24年から実施 )

・ 送迎支援(平成 26年 9月 から実施)

> 集いの場所として、ふれあい喫茶

0飲み物とお菓子で 100円

コーヒー・紅茶・ココア

夏季限定{ア イスコー ヒー 0ア イスティー

ソフ トクリーム(150円 )}

> 子育て支援

・ 子ども向けイベン ト他

> 多世帯交流の場として 2階スペースの開放

・ 麻雀台(2卓設置)

0子 ども用おもちゃ 0本

・ 映画上映

ふれあいハウス絆



褻蝙螂籟黎茫燒%讐華 許
4月 24日 (火 )、 幼児向けのほんの読み聞かせ「もつ

こもこ」がスター トしました。当 日はあいにくの小雨

の中、親子 8組の参加がありました。スタッフも初め

ての取 り組みなので ドキ ドキしなが ら「あさのあい さ

つ」の手あそびか ら始ま りま した。絵本 「いないない

ばぁ」か ら読み始めま した。読み聞かせの途中で親子

のふれあい遊びや、絵本に合わせて身体を動か した り

楽 しい時間を過 ごしました。

このグループの名前の由来になつた「もこもこ」と

い う絵本を読んでいる時、ぐず りだ した幼児がいつの

間にか、静かにな りじつと絵本を見つめていま した。

幼児 とママの笑顔が満開で、ママ同士の会話 も弾ん

でいました。これか ら、地域のママ同士を繋 ぐ役 目も

担つていければ幸いです。
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吉永小百合 さんの映画はとても人気があります。洋画

も時々上映 しています。ジャンル別では、ラブロマン

スが人気です。

今月は、星由里子さんを忍んで、

若大将シリーズから「エレキの若

大将」を上映します。皆さんのお

越 しをお待ちしています。

先 日、常連の方とお話をしてい

ま した。「身体が思 うように動かなくな り、外出が難

しくなったけど、近 くでこうい う事(映画)を してもら

って嬉 しい。楽 しみにしています」「映画の後は、コ

ー ヒーを飲みなが ら会話 も楽 しんでいます」と嬉 しい

お話を聞かせていただきま した。

ご希望の映画がありました ら、スタッフにお伝 えく

ださい。次回の参考にさせていただきます。

饒報魏雉褥澁蜻覺輻秒瑯

先月号で、「垣根剪定について詳細を今月号に記載

します」とお知らせ しましたが、都合により延期させ

ていただきます。

尚 垣根剪定は、6月 から受付け作業実施をします。

植物談義は、毎月第一水曜日10時半から12時まで (

野の草花や木々が好きな人々が集って話に花を咲か

しています。

暖かくなつてきたので、10時から近所を巡 り歩い

て草花を探索し、ハウスに戻つて、お茶を飲みながら

各自植物図鑑を開き、「あれはオニタビラコ」「これは

イヌムギ」などと同定を楽しんでいます。興味ある方

はどうぞいらしてください。

読書談義は、毎月第二土曜日午後 1時から3時まで

しています。現在 8名 が参加 しています3純文学か ら

娯楽小説まで自由に気楽に本を読みあつて、お しやベ

リを楽 しんでいます。最近では 「サラバ !」 「私を離

さないで」「お らお らでひ どりい ぐも」「プ リズンホテ

ル」などを読んでいます。

今月はライ トノベル「時給 300円 の死神」につい

て話 しま したが、話題はそれて、池 大雅の指墨画、

鳥獣戯画の模写、等伯の襖絵か ら、大垣の奥の細道博

物館やた らい舟・水まんじゅう、呆ては、石清水八幡

宮、徒然草か らの連想で仁和寺の御室桜、さらにエジ

ソンの話まで大いに盛 り上が りました。

本に興味ある方はお気軽にい らしてください。

担当 花澤


