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地域の社交場

    　　サロン
　取り組み方はいろいろ
サロンで見つける
 人生を楽しくする  

　取り組み方はいろいろ

 人生を楽しくする  

仲間づくり

近隣とのつながりづくり

悩みごと、困りごと相談

情報交換・情報共有

見守り・支え合い

介護予防・認知症予防

孤立・閉じこもり防止

世代を超えた顔なじみができる場  

健康麻雀で楽しく脳トレ

おトク

「楽しい」がクチコミで伝わる仲間づくり
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　色んなかたちがあっていい !! ～３つのサロンの紹介～

    サロンから始まる地域の絆

子どもと大人が自由に参加
プログラムなしの自由な時間

　公民館を開放し、子どもと大人のいこいの場として提供

しています。

　一切のプログラムはなく、自由に過ごします。

　特に遊びのメニューは、卓球、バドミントン、吹き矢、ボー

ドゲームなど豊富にそろえ、子どもたちが選んで遊べるよ

うになっています。

　運営は、地域の諸団体（自治会、公民館、民生委員・児

童委員、子ども会、ボランティア会）のメンバー 20 人ほ

どが公民館の鍵当番となり、会場の開け閉めと、子どもた

ちの見守りを行なうだけです。

毎週土曜日午後・下堀公民館開放

自由参加型

昭和の雰囲気ただよう自然な交流 　毎回平均で 10 人ほどの子どもたちが

遊びに来ています。

　小学生の頃から参加し続けている中学

生が、下の子（小学生）の面倒をみると

いう縦のつながりもできています。

　子どもたちは、公民館に入ると出席簿

に○印をつけ、好きなものを使って遊び

始めます。

　最近購入したグランドゴルフも人気で、

公民館前の広場で大人が子どもたちに教

えています。

　上の写真のような感じで、大人は麻雀

卓を囲みながら、子どもたちを見守りま

す。

　「オ～イ！○○ちゃん、今日は授業参観

だったけど、ちゃんと発表できたか～？」

なんて、下の名前で呼べる“近所のおじ

さん”的な存在になっています。

子どもたちが○印をつける
出席簿

ズラリとならんだ遊び道具、片付けは
もちろん子どもたち自身で ( けん玉、
パターゴルフ、人生ゲーム、バドミン
トンなど種類も豊富 )

　倉島さん（47 歳）

　一度参加した子どもが、次に友達を連れてくるという感じで参加児童

が増えています。

　「ほっと下堀」は、知り合いの人たちが見ていてくれるので、安心して

送り出せます。

　また、子どもも「おじさん（地域の人）に遊んでもらったよ」って家

で話してくれます。

　「ほっと下堀」の人たちは、子どもたちの名前を覚え、自然体で接して

くれていることが素晴らしいと思います。

公民館に用事があって来ていたお父さんの感想公民館に用事があって来ていたお父さんの感想

問い合わせ

小田原市社会福祉協議会
☎３５－４０００

年４～5回（不定期）・前羽福祉館

イベント型

輪い輪いサロン
今回の催しは「白玉あんみつ」作り
地域福祉コーディネーター会が運営

ほっと下堀  場所・時間
　　下堀公民館・小田原市下堀 178

　　毎週土曜日　　

　　13：00 ～

　　16：00

　　下堀公民館・小田原市下堀 178

　　毎週土曜日　　

　　13：00 ～

　　毎週土曜日　　　　毎週土曜日　　

中里

高田橋

下堀公民館
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←箱根方面

国府津方面→

娯楽クラブ  場所・時間
　　前羽福祉館・小田原市前川 391

　　

　　毎月第２，４金曜日　　

　　13：00 ～ 17：00

　　前羽福祉館・小田原市前川 391

　　毎月第２

　　13：00 ～ 17：00
　山田さん（86 歳）

　このクラブに参加して、自分自身の認知症予防にもなっていると感じて

います。

　この場がなければ出会うことのなかった人たちが、しっかりと絆で結ば

れています。「心のつながり」ができていることが嬉しいです。

囲碁グループに参加している最高齢者の感想

娯楽クラブ娯楽クラブ

会員登録型
毎月第２，４金曜日・前羽福祉館

健康維持に効果あり
老若男女問わずに会員募集中 !!

　囲碁、将棋、麻雀で手指を使うことで、介

護予防につなげています。

　老人クラブが主体的な運営をしています

が、「娯楽クラブ」はどなたでも参加できます。

　興味のある人は、開催日に前羽福祉館にお

越し下さい。

国府津
駅

西湘バイ
パス

1

常念寺入口

前川 ( バス停 )

←箱根方面

JR東
海道

本線

前羽福祉館
二宮方面→

※輪い輪いサロンも同会場です。

崎村調理師専門学校
学校法人崎村学院　厚生労働大臣指定校　神奈川県専修学校各種学校協会加盟

小田原駅西口から徒歩３分

学校法人崎村学院　厚生労働大臣指定校　神奈川県専修学校各種学校協会加盟

小田原駅西口 TEL 0465-34-3377
http://www.sakimura-group.com

１年で調理師免許＆介護職員初任者研修取得可能！
250－0045　神奈川県小田原市城山 2－1－9

夢の実現を応援します !!夢の実現を応援します !!夢の実現を応援します !!

　民生委員経験者が多い橘南地区の「地域福祉コーディネーター

会」で、楽しく参加できるようなサロンを行なっています。

　同地区は、もともと顔なじみが多く、気心の知れた近所づき

あいができていますが、サロンを通してより一層、ご縁が深まっ

ています。

　主な会場は前羽福祉館ですが、今年度は同福祉館から遠い場

所に住んでいる人にも参加していただけるように、一回は別会

場で開催することも計画しています。

　
材料：白玉粉・絹ごし豆腐
　　　（それぞれ同量）

① 絹ごし豆腐を水を切らずに
   ボウルに入れてこねる。

② ①に白玉粉を入れ、耳たぶ
   位の柔らかさになるまで練
   る。（硬い場合は水をさす）

③ ②を丸め、真中を少し窪ませて、煮立った湯に入れる。

④ 浮き上がったら更に 2～ 3分茹でて、冷水にとる。

白玉あんみつが冷えるまでの間、楽しいレクリエーションのひととき

麻雀卓を囲みながら、子どもたちの見守りをさり気なくする大人たち

白玉あんみつが冷えるまでの間、楽しいレクリエーションのひととき

毎回のように参加している女性の感想

　峯尾さん（８４歳）

　輪い輪いサロンでは、毎回色々なことができて楽しいです。

　今日も「白玉あんみつ」を楽しみに来ました。

　いつも家では一人で過ごすことが多いですが、ここに来ると

多くの人に会えることが一番で、サロンを通して知り合い、

顔なじみになった人もたくさんいて、その皆さんと会ってお話しできるのが良いです。

　ほぼ毎回来ているので、欠席した人がいると「どうしたのかな？」って気になった

りもします。

　会場の前羽福祉館は家から遠いですが、嫁が送ってくれたり、一緒に参加する近所

の人の車に乗せてもらったり、多くの人に支えられて参加できることに感謝していま

す。

　いつも家では一人で過ごすことが多いですが、ここに来ると

次回は 9/30・13:30 ～ 前羽福祉館で
⇐ヤクルトの空き容器でお地蔵さんを作ります。

豆腐を使った白玉団子が好評

小田原駅東口駐車場

住所: 小田原市栄町1- 1- 27 収容台数: 自動車368台、バイク40台、自転車88台
営業時間: 24時間 運営: 一般財団法人小田原市事業協会（0465 - 24- 7007）
詳細はＨＰからご確認ください http://odawara-jigyo-kyokai.jp/parking/

ほっと下堀

子どもたちが○印をつける
ズラリとならんだ遊び道具、片付けは
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どうもありがとうございました
　　　　　　　　　　　　（平成 2 ８年５月１日～７月３１日）

お名前（敬称略） 金　　額

明治大学校友会小田原地域支部 30,000 円
小田原市母子寡婦福祉会 200,000 円
磯崎　曻 41,125 円
小田原遊技場組合 100,000 円
鈴木智恵子 17,652 円
アサヒビール㈱神奈川工場 50,000 円
神奈川土建一般労働組合西相支部 92,125 円
さがみ信用金庫 118,658 円
そごう西武労働組合小田原支部 12,043 円

合　　　　　　計 661,603 円

お名前（敬称略） 品　　物

新玉地区社会福祉協議会 タオル
介護老人保健施設「悠久」 車イス
萩原弓子 紙オムツ

お名前（敬称略） 金　　額 寄付区分

匿名（１件） 10,000 円 地域福祉
合　　　　　　計 10,000 円

お名前（敬称略） 金　　額

有限会社小田原ドライビングスクール 100,200 円
株式会社ＪＲＣ 21,950 円
有限会社平井興建 18,500 円
株式会社西湘機材 4,400 円

合　　　　　　計 145,050 円

各種寄付金品については、次のように活用させていただいています。

〇ボランティアセンター寄付金…ボランティアグループへの助成や、

　車イスなど貸出し用の福祉機器の購入費

〇ボランティアセンター寄付物品

　○車イスなどの福祉機器⇒貸出し用として活用

　○タオルなど⇒福祉施設に贈呈

〇市民福祉基金

　○基金積立⇒積み立てた利子を地区社協が行っている事業などへ助成

　○地域福祉⇒地域福祉活動を進めるために活用

〇交通遺児援護基金…積み立てた利子を交通遺児への激励金等として支給

　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　熱中症の対策は、気温の高い場所をできるだけ避けることが重要ですが、体の水分や塩

分・ミネラルが失われないよう、食事で体の中から対策をすることも大切です。

　そこで今回は、熱中症で失われやすい栄養素を、効率よく摂れる食べ物を紹介します。

　熱中症対策に効果的な栄養素が含まれている食材や、カンタンに作れる食べ物で、残暑

を乗り切りましょう。

●梅干し（一日一個で十分です）

　熱中症で失われやすい塩分やミネラルを、最も効率

よく摂れる食材は、小田原でも名産の「梅干し」です。

　梅に元々含まれている豊富なミネラルと、漬ける時

に使う塩が合わさり、熱中症対策に万全の食品となっ

ています。

　また、梅干しにはクエン酸も多く含まれています。

クエン酸は、疲労の原因となる乳酸の発生を抑え、疲労回復の効果もあります。

●夏野菜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏が旬の野菜は、水分が多く、熱中症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予防の水分補給に適しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、疲労の回復に役立つビタミン B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群、体の調子を整え、免疫力を高めてく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れるビタミン C も多く含んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような夏野菜は、ゴーヤ・きゅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うり・トマト・トウモロコシ・オクラな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どがよく知られています。

　本協議会では、「おひとりさま」に豊かな食生活を送っていただくことを目的に、“手

軽に作れる朝食一品メニュー”をテーマに料理方法を募集する「おひとりさまの簡

単料理（ＯＫ）グランプリ」を平成 22 年度から 25 年度にかけて毎年開催しました。

　今回は、上記の食材を使った入賞レシピを紹介いたします。

●ゴーヤとツナマヨ（平成 23 年度第１位・考案者：須田様 / 市内堀之内）

　① ゴーヤは縦半分に切り、タネをとる。

　② ①のゴーヤをスライスし、塩もみをして５分置く。

　③ ②のゴーヤを絞ってツナ、かつおぶし、マヨネーズを和える。

熱中症対策に効果的な食べ物

　　　　予防のための簡単料理レシピ

●梅干し（一日一個で十分です）

まずは手頃な食材から

○法人全体（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）　　
　　TEL ３５－４０００・３５－４００９

FAX ３５－６９０２
○ファミリー・サポート・センター
　　TEL・FAX とも３５－００５３
○ケアプラン作成（介護保険法）　　　　　　　　　　
　　TEL ３５－８１７０　　　　　　　　　　　　　　　 
　　FAX ３２－４１３９                                                                 
○ホームヘルパー派遣（介護保険・障害者総合支援法等）
　　TEL ３５－８１４３
　　FAX ３２－４１３９
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おだわら総合
医療福祉会館

小田原市社会福祉協議会
おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス
●バスご利用の場合
  （小田原駅から約 10 分）
　小田原駅東口バス 2 番乗り場
　から兎河原循環方面、小田原
　フラワーガーデン方面行きに
　乗車～市立病院前下車

●徒歩の場合
　小田原駅から約 20 分
　足柄、井細田駅から約 10 分

045-435-9419

物件所在地 : 小田原市南鴨宮 3-4-8  JR 東海道線  鴨宮駅 徒歩２分
駅から平坦な道！ 小田原駅まで 1 駅

入居者募集中
高齢者向け優良賃貸住宅
礼金・仲介手数料・更新料不要　バリアフリー設計
管理人が平日の日中在籍　安心の緊急通報サービス！

横浜市戸塚区吉田町 3003-3　℡：

㈱ジェイエーアメニティーハウス　横浜南営業所

神奈川県知事 (4) 第 23254 号  9：00 ～ 17：30 　定休日 水曜日・祝日

OK グランプリ入選レシピから

〇交通遺児援護基金…

ゴーヤとツナマヨ

材　料 分量（１人分）

ゴーヤ 1/4 本

ツナ缶 20g

かつおぶし 5g

マヨネーズ 大さじ 2

塩 少々

●夏野菜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夏が旬の野菜は、水分が多く、熱中症

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予防の水分補給に適しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、疲労の回復に役立つビタミン B

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群、体の調子を整え、免疫力を高めてく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れるビタミン C も多く含んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このような夏野菜は、ゴーヤ・きゅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うり・トマト・トウモロコシ・オクラな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どがよく知られています。

熱中症対策に効果的な食べ物熱中症対策に効果的な食べ物


