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「♬あ～る日突然、二人やめ～たの～♪♫。」

「ンー。だのに、三人目はなかなかやめない。」

ささえあい生協お抱えエンターティナー「オールディズ」が政局や介護など最近の時事（爺？）
ネタ漫才でみんなを沸かす。
新年会を兼ねた 1 月 16 日のおもちパーティは（19 名参加）
、その「オールディズ」のギター
とリコーダーの伴奏でみんなで歌いながら、よろっと始めました。小さく切って焼いたおもちを、
きなこ、韓国のり、チーズ、などお好みで食べながら、自己紹介を挟んで楽しくおしゃべりをし
て過ごしました。組合員が 500 人以上ともなると、いろんなことができる、あるいはしたいと
いう人が生協の事業活動への関わりを通して増えて来ています。今回は、小規模多機能型居宅介
護事業の新規立ち上げに忙しい人、
「葡萄の木」を利用している人、生きがいイベント事業強化
に力になろうとしている人、事務局を手伝ってくれる人など、そんな人たちが集い、互いを知っ
て、交流を深める場になりました。空クジなしのお年玉プレ
ゼントをみんなが受け取って、小正月過ぎの雪のちらほら降
る中を新たな思いを胸に持ち帰られたと思います。今年は、
組合員の皆さんが生協の活動にもっと関われるよう、また互
いに交流がもっとできるようお手伝いしたいと思います。
よろしくお願いします。
（事務局）
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理事会からのお知らせ

高見 優 専務理事

（１） 先般、総代選挙管理委員長より報告があったとおり、確定した総代による臨時総代会を、下記のとおり開催
することになりました。組合員であればどなたでも傍聴することができます。同日同所で９時半から開催される理事
会も同様です。希望される方は、当日組合員証を持参しご来場のうえ受付にお申出ください。

記

★2008 年度臨時総代会
◎日 時：2009 年３月１５日（日）１０：３０～１２：００
◎会 場：新潟市・総合福祉会館 408・409 号室（新潟市八千代 1-3-1、025-248-7161）
◎議 題：
第１号議案 理事を２名選任（追加）する件：竹内征一さん、富山スミエさん
第２号議案 2009 年度に小規模多機能型居宅介護「ささえ愛わりの」を開設する件
第３号議案 2009 年度に通所介護「ささえ愛ゆあほーむ」を開設する件
第４号議案 2009 年度に障害者居宅介護・訪問介護「ささえ愛千草の舎」を開設する件
第５号議案 2009 年度に、三条市において厚生労働省【委託事業】「地域若者サポート
ステーション事業」及び「いつでもどこでもサポートモデル事業」を行う件
第６号議案 2009 年度に、独立行政法人雇用・能力開発機構新潟センター
【委託事業】
「介護福祉コース職業訓練事業」を行う件
（２） 総代会の議案のとおり、2009 年度から５つの新規事業を実施する予定です。そのうち３つは福祉事業、１つ
は就労支援事業、もう１つは職業訓練事業です。
このほか、生きがい事業部については、新しい理事のもとで充実した事業・活動を展開していきます。新潟まつ
り・ときめき国体に「ささえあい民謡踊りチーム」で参加したい、畑を借りて農作業をしたい、などの要望が寄せられ
ており、準備を始めます。
これまで同様、組合員の皆様のご参加・ご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。とくに、小規模多機能型
居宅介護事業所３号店の「ささえ愛わりの」については、江单区の組合員の皆様から利用者の確保、またはスタッ
フやボランティアとしてご協力を期待します（「地域交流室」も設けます）。
（３）組合員の皆様に引き続きお願いします。この２月 24 日でささえあい生協は満３歳になります。人間で言えばま
だヨチヨチ歩きの幼児でしょう。引き続き事業の維持・拡大と法人運営を着実に実施して行きますが、どうしても運
転資金が丌足しがちですので、組合員の募集および出資金の増資を全組合員一人ひとりに呼びかけます。
私たちの非営利・協同の組織には未来があります。働く者同士の、利用者・家族との、そして地域社会（住民）と
の、３つの協同で、豊かで明るい地域社会づくりに貢献していきましょう。
（４）新着図書のご紹介
ささえあい生協「図書室」（仮称）に、「明日の在宅医療」（全７巻・中央法規出版）を購入しました。在宅医療の
具体像を理論と実践両面から明示しています。とくに、第２巻「在宅医療の諸相と方法」は当生協の黒岩卓夫理
事長が編集委員および執筆者として担当されており、医療と福祉の接点にかかわる有意義な報告をされています。
お読みになりたい方は、当生協本部までお申し込みください。
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今年も確定申告の時期がやってまいりました。今年は 3 月 16 日が申告期限となっております。
公的年金を戴いている方で、65 歳未満の場合は 108 万円、65 歳以上の場合は 158 万円
を超える場合、所得税が源泉されます。これらについては確定申告をして 1 年間の税金を精算
することになります。皆さんの年金の源泉徴収票を一度じっくりご覧になってみてはいかがで
しょうか。源泉徴収税額のところに金額が入っている方は、多額の医療費を支払った場合、災
害等にあった場合には所得税が還付される場合もあります。うっかり見逃している方も多いの
ではないでしょうか。年金以外の方で給不をもらっている方も同じです。
医療費は、皆さんの分だけでなく、皆さんと生計を一にする配偶者その他の親族のために支
払った分も医療費控除の対象となります。20 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで実際に支払っ
た医療費に限って控除の対象となります。
医療費の対象となるものは
通院費・入院の対価として支払う部屋代や食事代・医師の送迎代・医療用器具の購入や
賃借のための費用、義手・義足、松葉杖、補聴器、義歯等の購入の費用・治療に必要な
医薬品の購入の対価・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付す
る費用のうち医師などの診療費用に当たるもの、6 ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、
その人の治療をしている医師が発行した証明書（おむつ使用証明書）のあるもの、介護
保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
などです。
その他年金以外の方で、住宅を購入し、住宅ローンを利用した方で 1 年目の方、土地や建物
を売った方、財産をもらった方、株式売買のある方、利子・配当があった方で一定の要件を満
たす方等については、確定申告の必要があります。
ささえあい生協監事：税理士 木村朊子
年金暮らしだから税金は取られてねと思って、いままで確定申告なんかしたことなかった方、
もう一度確かめて見てはどうですか。税金を払っていた事に気付いて、こんげ場合どうしたら
いいんろか？…と、思われた方はささえあい生協にお気楽にご相談ください。（事務局）

3

新津信愛病院心療内科

ささえあい生協理事

今村達弥

健康とは何かと問われれば、多くの人が「病気でないこと」と答えるでしょう。また逆に、病気とはと問われれ
ば、多くの人が「健康でないこと」と答えるのではないでしょうか。実は、健康や病気を定義するのは案外難し
いことなのです。
『健康の謎を解く』という本があります。なかなか大胆なタイトルです。著者は、‘健康社会学’という新しい学
問分野の第一人者であった（‘95 年没）アントノフスキーという人で、ユダヤ人です。ユダヤ人というと思い出さ
れるのはホロコーストではないでしょうか？第二次世界大戦中にヨーロッパで起きたユダヤ人大虐殺です。実
はアントノフスキーは、健康を考えるときに、戦争やホロコーストのようなとんでもないストレスの中でも「健康」を
維持した人たちがいたことに着目しました。彼は、そういう人達にインタビューを重ね、どんな限界状況の中で
もあきらめずにいれば、サバイバルする資源を自分の内や外に見つけられ、相対的に健康は創られるものだと
いうことを見出しました。
アントノフスキーの健康論のユニークなところは、健康と病気を分けずに、むしろ病気になったこともその後
の健康の糧（資源）とする、という点です。健康は、病気も含めたいろいろなストレスの下でなおかつその人なり
の均衡を保とうとする、ダイナミックなものなのです。人は普段、リラックスした状態と緊張した状態を行き来し
ます。リラックス状態は心地良いでしょうが、常にこの状態であればそれはむしろ病気です。また緊張があるか
らリラックスがより心地良いともいえます。ある時、その均衡が破れ、ストレス状態になります。それがひどくなる
と、ダメージ状態、さらには病気へと進みます。つまり、リラックス→緊張→ストレス→ダメージ→病気という流
れです。そしてこの先にあるのが、忘れてならない‘死’です。嫌だなー、と思われるかもしれませんが、人は死
ぬ存在であるからこそ、日々がかけがえのないものとなり、人生が万年リラックス状態から救われ、ダイナミック
なものとなるのです。
さて実は、今たどったこの矢印を逆に向かわせる力が人には備わっています。つまり、緊張を緩和し、ストレ
スを乗り切り、ダメージを修復していく力です。「生き抜く力」とも呼ばれています。それは、何か特別な技術で
はなく、こころの持ち様あるいは処世感覚といったものです。
具体的にはどんなものか？実は、アントノフスキーが「生き抜く力」を評価する質問票を作ってくれているの
で、それをみていきましょう。その内容は大きく三つに分かれます。硬い言葉で言うと、把握可能感、処理可
能感、有意味感の三つです。
まず把握可能感について。例えばこんな質問があります；「あなたは、丌慣れな状況の中にいると感じ、どう
すればよいのかわからないと感じることがありますか？」。この質問に「そんなこと全くない」と答える人ほど、遭
遇するストレスを自分で把握することができる人で、それだけストレス対処能力が高いといえます。こんな質問
もあります；「あなたは、これまでに、よく知っていると思っていた人の、思わぬ行動に驚かされたことがあります
か？」。どう答える人がストレス対処能力が高いのかもうお分かりですね！？
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次に処理可能感について。例えばこんな質問があります；「あなたは、あてにしていた人にがっかりさせられ
たことがありますか？」。この質問に「そんなこと全くなかった」と答える人ほど、遭遇するストレスを何とか処理
できるだろうと感じる人で、それだけストレス対処能力が高いといえます。こんな質問もあります；「あなたは、丌
当な扱いを受けているという気持ちになることがありますか？」。皆さんの答えはいかがでしょうか？
最後に有意味感について。実は、生き抜く力で最も重要なのが、自分の人生に意味があると感じているか
どうかだといわれています。こんな質問があります；「あなたは、自分のまわりで起こっていることがどうでもいい、
という気持ちになることがありますか？」。この質問に「そんなこと全く感じない」と答える人ほど、人生に対する
有意味感が強くそれだけストレス対処能力が高いといえます。
以上、砕けた言い方でまとめますと、生き抜く力とは、人生の荒波に対し、見通しを持ち（把握可能）、柔軟
に立ち向かい（処理可能）、意味を見出していく処世感覚（センス）ということです。
（もしかしたら）つづく

地域の支援に感謝して
管理者

神保 桂子

理事

支え合いながら地域での生活を続けたい…そんな方々の在宅生活をお手伝いさせていただき
たいと平成 17 年６月任意の福祉事業所「ささえ愛あわやま」を開業し、翌年４月には新潟で
第１号の小規模多機能型居宅介護の指定事業所として再スタートをしました。その間、粟山の
地域の皆様からご理解を賜り、
「ささえ愛きたかみ」の開業にもご尽力していただいたりと、
とても多くの支援を頂いてきました。お陰さまで３年目の今もさらに大きな支援を惜しまず
送っていただいています。それは、私達ささえあい生協の活動を認めて下さり、評価していた
だいたものと心より感謝しています。
そんな中で、昨年１２月、大切な３人のお客様とのお別れがありました。その中のお一人は
「ささえ愛あわやま」にとって最後まで看取りをさせていただくこととなった方でした。職員
一同、多くの勉強の機会をいただき、寂しさの中にもご冥福をお祈りすると共に今後の介護に
役立てていきたいと思っています。
さて、今年４月「ささえ愛あわやま」は３周年を迎えます。粟山の地域の方々と共にお祝い
したいと全職員で計画を練っています。その時は組合員の皆様も是非「ささえ愛あわやま」に
おいで下さい。お待ち申しあげております。
※ 今年、1 月に日本労働者協同組合連合会と日本高齢者生活協同組合連合会が主催した「第 2 回地域
福祉事業よい仕事コンテスト」のコミュニティケアの取り組み発表の中で、「ささえ愛あわやま」事業
所が積極的で創意あふれる取組を発表し、優秀な成果をあげて、労協の発展に貢献したことにより特別
賞を受賞ました。職員の皆さんの励みになったことと思います。おめでとうございます。
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★ 小規模多機能型居宅介護事業所「ささえ愛わりの」
ささえあい生協では３番目の小規模多機能型居宅介護事業所になります。
（別紙チラシをご覧下さい）

★

自 分 には
何 が向 い
ているの？

三条若者ステーション

働 くって一
体 ､どういう
ことなの？

人 とうまくか
かわっていく
ためには？

三条地域若者サポートステーションでは、
様 々 な 悩 み を 抱 え た 若者の社会的自立を目指し、その若者の置かれた状況に
応じた個別・継続的で、その地域の特性に応じた相談・セミナー・職業体験・
実習などの総合的なサポートを実施します。

代表

備後 春代 理事

2009 年が明け、いよいよ 4 月から「障がい者入所施設」より【居宅介護＋共同住宅】の新事業
への出発となる。これまでの 35 年間の施設としての積み重ねとは異なる新事業は、未知の世界で
あり戸惑いと丌安は尽きないが、前に進むしかない。
そこで新事業への抱負であるが、まず根本は、やはり利用者本位であり、個人個人を尊重し、
その人らしい介護の在り方を趣旨としたい。最近「要介護者を物としか扱っていないような介護
にショックであった」と、あるヘルパー実習での感想の声を聞いた。これは、職員丌足が一番の
原因であろうと思うが、どこの施設でも職員丌足は十分に承知していても、経営的・人材丌足等
で、職員確保が困難というのが実情でなかろうか。
「千草の舎」でも、十分な職員確保とはいかな
いが、しかし、
「物のような介護の仕方」だけは絶対に避けなければならない。今後は職員の質の
向上、運営の在り方等検討しながら、趣旨に沿った介護を、職員一丸となり、やりたいと思う。
行 事 の 報 告
○クリスマス会（12 月 16 日）
今年もシルバーホテル様より、御馳走とケーキをいただき、
美味しい食事とカラオケやプレゼント交換等でクリスマスを楽しみました。

○年末年始（12 月 31 日～1 月 3 日）
一人の帰宅者もなく、全員で新年を祝いました。お寿司を取り寄せ、
お餅を食べ、アルコールもちょっぴり入り、いい年末・年始を過ごせました。

○新年会（1 月 7 日）
これも慣例で、お寿司を取り寄せ、職員も全員出席でした。今年の抱負は、全員「健康で過ごしたい」
でした。今年も全員元気で暮らしていきましょう。
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今回は小規模多機能型居宅介護事業所
「ささえ愛きたかみ」で働く

野口 由美子 さん（ホームヘルパー１級）を紹介します。
200７.12.2 開設の当施設で 2008.1 より働いています。
― 以前のお仕事は？
野口：保母です。18 年程働いたでしょうか。
― 共通点はありますか？
野口：いま行事長をしていて、1 年間の行事の企画、実行の仕事です。それが保母の時と同じ
様なところもあります。
― どんな行事があるのですか。
野口：誕生会や季節ごとに、お正月、節分、ひな祭り、お花見、お節句のちまき作り、笹団子
作り、七夕、納涼祭(ヨーヨーつりや屋台風の店)、お月見、運動会、クリスマスなどで
す。ボランティアの方による演奏会もあります。
― ちまきや笹団子も作るのですか。
野口：ええそうです。利用者さんから教えてもらいました。体で覚えているんですね。短時間
で沢山作ってもらいました。
― 利用者さんから教えてもらうことは素敵ですね。利用者さんの顔が輝くときはどんなと
きですか。私の母は若い息子たちを連れて行くと、顔がぱっと明るくなりますが…
野口：そうですね、若い人が好きですね。それから好きなこと、例えば歌を歌っているときや
昔の体験を話しているときなどです。
― 大変なことはどんなことですか。
野口：仕事を覚えることが大変です。なかなか身につかず今でもとまどうことが多いです。働
き初めの時、認知症の方は敏感なので、信頼してもらえないで拒否されましたが、「絶
対に笑っていよう」と決心して、その積み重ねで信頼されるようになり、お風呂は特に
強く拒否されましたが、今では髪も洗わせてもらえるようになりました。私自身とても
嬉しかったです。
― 時間が必要ですね。一番大切にしていることは何ですか。
野口：人間関係を心地よく保っていくことです。ここはとても働きやすい所です。それから町
内会の一員として地域に溶け込むよう、責任者の山際久子さんは積極的に会にも参加し
ています。
― お忙しいところ有難うございました。
閑静な住宅地にある「ささえ愛きたかみ」。
ゆったりした時間が流れています。
利用者さんに信頼してもらえたときのお話をする
野口さんの輝く顔が印象的でした。（事務局 本田）
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「ささえ愛きたかみ」のこれまで
管理者 山際 久子

理事

平成 19 年 12 月 2 日に開所致しました。そして 1 週間の間にご利用者様が 12 名に、12 月末に
は 17 名となり、まだ業務に慣れない職員が多く、毎日が試行錯誤でバタバタと一日が過ぎて行
きました。しかし、３ヵ月目頃には職員も落ち着いて業務出来るようになってきました。それぞ
れご利用者様、職員共お互いにコミュニケーションがうまくとれる様になったからと思います。
今は、２２名の方がご利用されています。
「ささえ愛きたかみ」の理念のなかに「お一人おひとりに合ったサービスの提供に心がけ、楽
しく幸せな時を過ごしていただきます。」とあり、職員一同いつも心がけています。
行事は定期的に、ボランティア様による「ギター伴奏で歌う会」や「四重奏演奏会」それに、
２月には三笑亭夢吉さんによる「ささえ愛寄席」、11 月にはご利用者の息子様による「秋の歌コ
ンサート」で、仙台オペラ協会の鈴木様とおっしゃる方が開催して下さいました。その他、季節
ごとの行事、ミニ運動会、そして毎月のお誕生日会、時折の外出等、皆様に喜んで頂けるよう頑
張っております。
また、10 月には外部評価、1 月には市の職員による定期的な実地指導を受けております。改善
点はいくつかありましたが、まあまあ良い評価を頂きました。
これからも職員一同、一生懸命の皆様に喜んでご利用いただける事業所としていきたいと思っ
ております。ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

ささえあい生協が公共職業訓練（介護コース）の
委託実施を行うことになりました。
担当 武田 貞彦 理事

委託元は、
（独）雇用・能力開発機構です。4 月と 8 月の各 4 ケ月間（3 ケ月の座学＋1 ケ月
の事業所研修）です。会場は、新潟市藤見にある新潟地域職業訓練センターです。
40 歳未満で、求職中（ハローワーク登録者）の人であれば誰でも受講でき、受講料は、テキ
スト代のみの大変有利なものです。
申込みの詳細な問い合わせは、各ハローワークとなります。周りの必要な方々にもお知らせ
下さい。（講師陣の全てがささえあい生協の職員・組合員です）
大量失業時代に、ささえあい生協ならではの意義ある講座になるよう、知恵と力を出し合っ
て頑張りたいと思います。組合員の皆様の応援をよろしくお願いいたします。
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ケアマネ受験講座結果報告

（08 年 6/12～10/9、9 回実施）
蛯原 勝 理事

昨年 10 月に実施されたケアマネ（介護支援専門員）試験で、ささえあい生協の受験支援講座
の受講生２名の方が合格なさいました。最後まで受講した方が３名でしたので、ささえあいの合
格率は 67%、県内では 20.5％でした。その合格者のおひとり五十嵐様から次のような喜びの言葉
が寄せられています。

「ヘルパーの資格を取って 5 年。3 年目で介護福祉士を
取り、受験日ギリギリで 5 年をクリアーして 2008 年に
ケアーマネージャーに合格しました。
55 歳での受験勉強は何から始めて良いか分からず、先輩達の話を聞き、
あの本、この問題集と買いましたが予定通りにははかどらず、まあ 1 回目
の試験だからいいかと諦めの気持ちになっていました。そんな中、ささえあ
い生協の会報に勉強会の募集があり、料金も手ごろでしたので、応募させて
いただきました。
問題集を解いていき、それについて先生が解説してくださり、疑問があれ
ば質問すると言うことを約月に２回行われ、家庭での勉強の仕方も教えてい
ただきました。
仕事もあり、何度も投げ出しそうになりました。特に、８月は気力がなく
なり、勉強を全くしなくなりました。それでも勉強会にだけは行くことが出
来たのは、先生方や、生徒の方々との触れ合いが楽しく、それが活力になっ
たからだと思います。今年も勉強会に多くの方々が集まり合格を目指して頑
張ってほしいと思います。
最後にこの場をお借りし、改めてお礼を申し上げたいと思います。蛯原先生、
玉木先生ありがとうございました。」

≪２１年度の講座予定≫
21 年度はケアマネ受験支援講座に加え、介護福祉士受験支援講座を計画中です。ご期待下さい。
なお、昨年度のケアマネ講座は、平日夜間１回２時間半で受講料は２万円でした。
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～ １２月 Ｘ’ｍａｓパーティの報 告 ～
葡萄の木をご利用になられている組合員･土橋亮市様が
2008 年 12 月 16 日に「クリスマスパーティ」を開かれ
その時のリポートを頂戴致しました。

まず、簡単なゲームのアイスブレイクで参加者の緊張をほぐしてから、キリストの
降誕の映像をバックに角谷さんのチェロコンサートを中心にすすめました。間に、平
田さんの苦境を乗り越え、ひた向き生きるいのちに満ちたスピーチを聴き、
とても励まされました。最後はみんなで歌えるクリスマスソング
を歌いパーティを楽しみました。目の前で聴くチェロ演奏は、
クリスマスの雰囲気と感情を 200%高められました。
参加者は十数名で家庭的でフレンドリーな中でクリスマスの
温かい心を尐しでも分かち合うことができたと思いました。
皆さんの力と会場提供の「ささえあい生協」さんの支援、
協力を頂き感謝します。

(土橋 亮市)

～ 旬をたべる

簡単レシピ ～

は 1 年中お店に出ていますが、言うまでもなく旬は冬です。ビタミン C や余分な
塩分を排出する働きの有るカリウムのほか、でんぷんの消化を助けるアミラーゼが胃もたれを予防すると
言われています。選び方は、皮に張りとツヤがあり、重量感のあるものを選びます。葉つきの大根は、葉
に栄養をとられるので、すぐに葉を切り落とすようにします。しかし、葉にもβ-カロチン、ビタミン C
などが豊富に含まれていますから、捨てるのはもったいないですね。
野菜の多くが中国などからの輸入物を見かけますが、大根だけは国産で頑張っています。ところが、市
販の種袋の裏に書いてある種の生産地を見ると、これがイタリアとなっていたりします。野菜は地元産で
も、その種は輸入されたものだということまでは知っている人は尐ないでしょう。地物の寄居カブの種が
アメリカ産だったりします。
さて、安い焼酎かビールがあったら大根の焼酎漬けもしくはビール漬けを試してみて下さい。砂糖や塩
の量はお好みで加減してください。

焼酎漬けまたはビール漬け

粗食のすすめ冬のレシピ

幕内秀夫より

①大根(1 本の半分)は皮をむいて 3～4cm 長さに切り、1.5cm 角の拍子木切りにする。
②厚手のポリ袋に大根を入れ、三温糖(大さじ 4～5)､粗塩(小さじ１)を加える。
●焼酎漬けの場合、②に焼酎(3/4 カップ)を加えて軽くもみ、全体になじませて一晩以上おく。
●ビール漬けの場合、②にビール(350cc)と酢(20cc)を加え、あまり泡だたないように軽く
混ぜて全体をなじませて一晩以上おく。(私はりんご酢を使っています。)
ポリ袋でけっこう漬物が出来るのですが、皆さんはどんなポリ袋漬けを楽しんでいますか。
宜しかったら皆さんのレシピを教えて下さい。投稿をお待ちしています。(編集部)
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いきがい事業企画「人ひとネットワーク」から
次のイベント企画しています。参加もしくは手伝って頂ける組合員を募集します。
◎初夏の小針浜コンサート
前回、やすらぎ堤でやったようなコンサートを今度は、潮騒をバックに
やりませんか。実現にむけて一緒に活動してくださる方を求めています。
◎和のリフォームファッションショー
昨年 11 月の「協同を拓く 全国集会」でもやりましたようなファッション
ショーを見逃した人のためにもう一度やりませんか。モデル参加も大いに歓迎！
◎新潟祭り民謡流し（8 月）とトキめき新潟国体開会式（11 月）への踊り参加
みんなで新潟甚句や佐渡おけさを踊りましょう。プロの組合員による踊りの指導を
しますので、みなさん奮って踊りにご参加下さい。
(問)いずれも

ささえあい生協：025-378-6181 まで

パソコンサークルのご案内
-------------- ★

----------------

・毎月 第二・第四（火）13:30-15:30
・葡萄の木にて（西区小針南台 3－16）
・入会金:1,000 円(備品費)
・月会費：1,000 円(室料・雑費)
・問合せ：携帯 080-3142-1255 土橋まで

♪無料体験レッスン♪

E-mail：nsmms250@yahoo.co.jp

♪３月１７日（火）10:30-11:30

名刺作成・販売

～ 初心者の方、大歓迎！～

ささえあい本部事務局におきまして、
組合員様用名刺を作成・販売しております。

-------------- ♪

----------------

♪定期レッスン予定♪

数種テンプレートがございますので、
本部事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。

毎月２回火曜日、月謝：２000 円

代金は…１組(10 枚)￥１００

場所：葡萄の木

5 組(50 枚)￥4００、10 組(100 枚)￥7００

講師：金子美智子 (グリーンヒルズ音楽教室)

見本一例

(問)090-5766-5127

→

-------------- ♪

----------------

♪小さなお子様対象の、音楽を通じ心を育てる
「リトミック教室」も開講を予定しております。
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●なつかし映画の会…毎月１回木曜日
ご覧になりたい映画の「リクエスト」をぜひお寄せ下さい！
●歌で元気に！オールディ…毎月１回丌定期各回 13:30～15:30(500 円)
●フラワーアレンジメント教室…
「プティフルール」毎月第２金曜日 10:30～12:00
●ペン習字…月 2 回水曜 10:00～12:00(会費月 2000 円､本代 1000 円)
●中国語講座…月３回水曜日 (会費１回 1000 円)
●マナテックミーティング…丌定期 13:30～15:30 (会費１回 100 円)
●初心者ＰＣサークル…毎月第２/４火曜日 13:30～15:30
(会費月 1000 円、入会金 1000 円)

09 年 4 月から「小規模多機能型居宅介護事業所」<3 号店>
を 江南区割野 に開設します。ついては、下記の物品を
譲ってくださる方を探しています。

本棚、キッチンワゴン、パソコンデスク、テｰブル、ダイニングテｰブル、
電気製品（テレビ、洗濯機、電気釜、冷蔵庫、電子レンジ、プリンタｰ等）
たんす、ロッカｰ、机、イス、食器棚、食器…その他
●本部事務局より ～「パソコン」ノート、デスクトップ何でもＯＫです!!

「無料」でのご提供、お待ちしております!! 宜しくお願いします!!
デジカメもあったらいいんだけど、ほしがりすぎだよね～(笑)。
●事務局サカウエより ～ ご不要になった「ビデオデッキ」再生のみでも OK です。

引取りに伺いますので、無料でご提供頂けると助かりマス!!
今後も、ささえあい生協の組合員同士で「譲ります・譲って下さい」のリサイクル
コーナーを設けますので、どしどしご利用ください。情報をお待ちしています。

～ 編集後記 ～

☆ 早速「譲ります･譲って下さい」のコーナー利用させて頂きました(笑)。
ビデオは全て処分、ＤＶＤばかりにしてしまったのですが、残テープが出
てきてしまい…で、ご協力お願い致しまッす=3=3=3←鼻息荒
(ﾏｻﾐ)

☆ 殆ど毎日歩いています。１時間ほどです。頭と体がすっきりしていいですね。特にこの冬のひんやりした空気が何と
も言えません。普通歩行 20 分、速歩 15 分が同じ運動量ということです。これが 1 エクササイズ。生活習慣病予防で
は、週 23 エクササイズ必要とのことです。えっ私ですか。だいたい達成しています。
（本田）
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