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私たちが、
変えます。
創ります。
協働参画社会。

第101号（平成30年8月15日）　◆発行 若槻地区住民自治協議会「コミュニティわかつき」会長 吉澤　隆文
◆事務局 TEL/FAX 266-0034  メール komiwaka@bj.wakwak.com  HP:URL:http：//www.komiwaka.com/

（積極的にご参加ください）今後の行事予定今後の行事予定

　高齢化社会の今日、私たちは日 「々はつらつ体操」「サロン・サークル活動」を通じて、
健康年齢の維持に努めていますが、老々介護はもとより、誰もが介護問題に直面して
いくのが現状です。ある日突然、病気や怪我で家族の誰かを介護する事になるかも…？
また、介護されるかも…？他人ごとではありません。
　この機会に介護のことを考えてみませんか。多くの皆さんのお越しをお待ちしています。
日　時　平成 30年 9月 13日（木）　午前 10時から
会　場　若槻コミュニティセンター　三登山ホール
※今年度は「ぴっかり教室」と合同開催となります。　　（福祉部会）

行　　　事　　　名 月　　日 時　　間 場　　　　　　　所 関連部会等
コミわか土曜朝市 8月18日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
ぴっかり教室
～ヨガ風ストレッチでリフレッシュ～ 8月22日（水） 10時～11時30分 コミュニティセンター 大会議室 健康部会
お母さんの何でもトーク（自由遊び） 8月24日（金） 10時～12時 コミュニティセンター 三登山ホール 民児協・福祉部会
コミわか土曜朝市 9月 1日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
区民大運動会 9月 2日（日） 開会式 9時～ 若槻小学校 公民館部会
コミわか土曜朝市 9月 8日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
介護のつどい

（ぴっかり教室合同開催） 9月13日（木） 10時～ コミュニティセンター 三登山ホール 福祉部会
健康部会

若槻子ども文庫おはなし会 9月14日（金） 10時30分～12時 コミュニティセンター 三登山ホール 福祉部会
コミわか土曜朝市 9月15日（土） 8時15分～ ファミリーマート若槻大通り店駐車場 コミわか土曜朝市の会
※コミわか行事等で撮影した写真は、コミわか広報活動に使う場合があります。

介護のつどい

●日　時：9月 2日（日）
　　　　　 6時 30分　3連発の花火の音で開催をお知らせします
　　　　　 8時 40分　オープニングセレモニー　北部中学校吹奏楽部の演奏
　　　　　 9時 00分　開会式
　　　　　 9時 20分　競技開始
　　　　　14時 00分頃　閉会式
●各戸配布プログラム右下隅の「お楽しみ券」
　�お楽しみ券は切り取り、ふれあい屋台にお持ちください。11時30分から受付開始。
数量限定ですのでお早めに
●駐車場のご案内
　�若槻コミュニティセンター駐車場・アイテクノ矢嶋様（上野）の駐車場をご利用く
ださい。（若槻小学校の駐車には、駐車券が必要です。）
　詳細につきましては、地区の公民館長にお問い合わせください。　　（公民館部会）

このページに関するお問い合わせ・申し込みは
若槻第２ボランティア室　宮澤（よ）・宮澤（た）

電話２９５－９５５０

問い合わせ先　若槻第２ボランティア室　宮澤（た）
TEL２９５－９５５０（月・火・水�午前10時～午後4時）
★対象：20代～40歳までの真剣に結婚を望む男女

♪まずはお問い合わせを♪

９月の相談日　15日（土）・16日（日）
時　間　午前10時～午後3時
　　　　（※時間外で希望の場合はご相談ください。）
場　所　若槻第２ボランティア室

Let's
ボランティア

ぞうきんぬいボランティア

　ぞろ目の会今後の予定
9月19日（水）・10月10日（水）　

時　間　午後 1時 30分～午後 3時 30分頃まで
会　場　コミュニティハウス
持　物　裁縫道具
※�天候の状態によって予告なく中止になる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。

ぞろめの会

最初の

一歩と
して＜月に１度の婚活相談日＞
毎月第３土日に開催

　人生経験豊富な「コミわか 応援隊」の相談員
が、あなたの婚活を一緒に考えます。予約制ですので、
あらかじめご連絡ください。（＊^ ｖ^＊）
　予約締め切り　9月12日（水）
※�ご本人以外からのご相談もお受けいたします。
　（必ずご本人の了解を得てください。）

ホタルの話とホタルかご作りが開催されました

ふれあいの旅

わかつきジュニア体験広場が開催されました

すずむし
　交換会
　毎年好評をいただいている、すずむしの交換会を
9月中旬くらいまで実施します。ご希望の方に無料
ですずむしをお分けします。お宅のすずむしの交換
にもどうぞ。
　先着順のため、無くなり次第終了となりますのであ
らかじめお電話などで確認してから、お越しください。
場　所　若槻第２ボランティア室
　　　　（平日午前 10時～午後 4時）
持　物　すずむしを入れる容器
　　　　（虫かごなど）
※注意　こちらには容器の予備はありません。
　　　　必ず虫かごなどの容器をお持ち下さい。

介護が必要になる
原因は？

○認知症

○転倒等による骨
折

○糖尿病

○関節の病気
　　（参考資料）若

槻ホーム

ある日突然…わたしも？
介護する人・される人

　「介護」について一緒に考えてみませんか

内容　◎オムツの種類と選び方（王子ネピア㈱）
　　　　実技・オムツのあて方
　　　◎気になる介護用品のあれこれ（さくらサービス）
　　　◎介護制度のおはなし（若槻ホーム）
　　　　（業者さんによる用品展示と説明があります）

第67回 若槻地区 区民大運動会
　「コミわか」主催の第67回若槻地区区
民大運動会が今年も若槻小学校で開催さ
れます。残暑が厳しい時期ではあります
が、今年も暑さ対策としてスタート場所
に日影と椅子をご用意しました。競技内
容はコミわか広場8月号と一緒にお届け
いたします。どなたでも参加できる種目
もありますので、ご近所お誘いの上、大
勢の皆さまの参加をお待ちしております。

受講者
募集 ２学期　珈琲のある時間づくり学部

【ドリップ男子　珈琲への 学科】
 連続 3 回　  時間→ 10:00 ～ 11:30
 会場→若槻コミュニティセンター料理教室

日にち 内　容
①9月 6日（木）ドリップ珈琲とは？用具は？
②9月13日（木）いよいよ淹れてみましょう（実技）
③9月20日（木）珈琲と珈琲時間とダンディズム（実技）

◆道案内人　珈琲を淹れるボランティアグループ
　　　　　　「カフェボラ善」　丸山さん　引田さん
◆募集人数　20名（男性であれば年齢は問いません）
◆参 加 費　500円（初回集金）
◆申込締切　8月 31日（金）

腹はいっぱいにならなくても、
ハートがいっぱいになる…。

　7月 1日（日）にうわの公民館に於いて、ホタル学習会とホタル観
賞用のかご作りが開催されました。猛暑のためか出席者は少数でした
が、長野ホタル会の大村会長の「ホタルはなぜ光る」をテーマにスク
リーンを見ながら、ゲンジボタルとヘイケボタルの見分け方を表にし
て、光り方、光の明るさ、光の大きさ、体の大きさ、胸の模様、住む
場所、食物の違い等、詳しく説明して頂きました。
　後半はかご作りを長野ホタル会の講師の方々に丁寧に教えて頂き、
ストローの繋ぎ方、編み方の上手な人は 2個も時間内に完成させてい
ました。
　今年は梅雨が明けた途端毎日雨で西日本、長野県内も南西部は被害
に遭い、ホタルウィークも足場が危険という事で観覧中止の日もあり
ましたが、9日間の観賞期間は無事終了しました。　　（自然環境部会）

　6月 9日（土）から 10日（日）にかけ、若槻地区ふれあいの旅を実施しました。今年はゆっくり懇親を深めたい
という要望にお応えし、一泊二日の旅程でした。季節は梅雨入り宣言直後、雨が心配でしたが、日頃の行いが良かっ
たのか、一部に青空も見える空の下、舘山寺温泉、豊川稲荷、浜名湖、焼津を巡ってきました。参加者数はバス 2台、
総勢 68名、渋滞もなく豊川稲荷に着く頃には、用意したお酒がほとんどなくなる程の盛り上がりぶりでした。昼食
後広い境内をお参りと散歩を楽しんだあと、この日のお宿は舘
山寺温泉。屋上の露天風呂は、浜名湖が、また夜には星空を眺め
ることができ、解放感いっぱいでした。2日目は航空自衛隊広報
館があるエアーパークへと。あたかもジェット機に乗っているよ
うな全天周映像や、航空機の実機展示を見学しました。（右写真）
興味深い内容がたくさんあり、時間が不足ぎみでした。その後、
焼津港のレストランで昼食とおみやげ購入。帰路は国道 52号線
を北上、中央道、長野道経由して、我がふるさと若槻へと、2日
間のバス旅を、無事に行って戻ってくることができました。
このふれあいの旅が、皆さまの明日への活力を得ることにお役に
立てることができたならば、役員としてはうれしい限りです。ご
参加ありがとうございました。　　　　　　　　　（公民館部会）

　7月 15日（日）若槻コミュニティセンターにて、「チャ
レンジ！わかつきジュニア体験広場」が開催されました。
当時は今年一番の暑さにもかかわらず沢山の子ども・保
護者の参加がありました。
　今年は、スーパーボール作り、フリー木工、ステンド
グラス風プレート、むにゅむにゅ風船、バルーンアー
ト、割り箸あそび、ミラクルしゃぼん玉のブースがあ

り、子どもたちは
興味のあるブース
でアイデアを出し
ながら個性的な作
品を作っていまし
た。中には終了時
間ギリギリまで制
作に没頭する子や
友達と一緒に沢山
のブースを巡る

子がおり、とて
も有意義な時間
を過ごしていま
した。終了後に
子どもたちの感
想を聞くと「い
ろんな作品が作
れて楽しかった」
「今ままでに作っ
たことのないも
のが作れた」など嬉しい声が返ってきました。今年は高
校生リーダーのほかに北部中学校生徒もスタッフとして
活動し子どもたちが制作するのを支援しました。今回の
体験をきっかけに子どもたちが活動の幅を広げて成長し
ていってほしいと思います。ご協力いただきました講師
陣、暑いなか引率していただいた保護者、関係者の皆様、
ありがとうございました。　　　　　　　（青少年部会）

北中生活躍
「ミラクルしゃぼん玉」

高
校
生
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コ ミ わ か 広 場 コ ミ わ か 広 場


