社 会 参 加 活 動 団 体 紹 介
■１階ホワイエ
【①】 西静岡ヤクルト販売株式会社

わたしたちは地域全ての
方に「夢・愛・健康」をおと
どけしています。腸内環境
を整えてイキイキと元気
で健康な毎日を送りま
しょう！！

【⑪】

【②】 吉田町シルバー人材センター
スタンプ

60歳以上で健康で働く意
欲がある方、会員募集中
です。地域で仲間づくり、
生きがいづくりを一緒に
してみませんか。

スタンプ

【問】070-6427-5436(川村)

【問】0548-33-0596(吉田町シルバー人材センター)

【③】 ミニサロン

【④】 吉田町社会福祉協議会

ハイナン農業協同組合（どんぐり体操・いきいきセンター）

介護予防体操を取り入れ
た通いの場で、外出の
きっかけづくりや閉じこも
り防止を図り、介護予防を
しませんか。

景品と交換しました

スタンプ

確認印

【問】0548-33-0019(北区いきいきセンター)

■２階ホワイエ
フレッシュ

健康を兼ねた散歩途中の
休憩場所として、またお
話しやお茶を気軽に楽し
める場です。フレッシュで
心も体もリフレッシュしま
せんか。

スタンプ

地域での活動を一緒に始
めてみませんか？あなた
のあらたな一歩が地域を
元気に！ご興味のある方
はぜひ社協まで！！

【⑫】 株式会社
スタンプ

【問】0548-32-4921(松浦)

【問】0548-34-1800（吉田町社会福祉協議会）

【⑤】 みんなの居場所

【⑥】 野いちご、かがやき

ふつか会

名前のとおり、開催日は
毎月2日。地域・近所のつ
ながり、認知症予防、脳の
活性化、健康維持のため
のみんなの居場所です。

スタンプ

（野いちご）月２回の開催で
す！一緒に介護・認知症予
防や仲間づくりをしてみま
せんか。（かがやき）ボラン
ティア主体の新しい形のデ
イサービスです！

【⑧】 NPO法人こころ
スタンプ

【問】0547-46-5561(特定非営利活動法人こころ)

【⑨】 おしゃべりサロン・カフェ、手芸を楽しむサロン

【⑩】 壮年熟期活躍プロジェクト実行委員会

スタンプ

「ま・た・あ・お・う」をスローガン
に楽しい時間を過ごしましょ
う！
（手芸を楽しむサロン）指先を
使って世界にひとつだけの作
品を一緒につくりませんか。

いくつになっても社会で
元気に活躍する方を応援
するためのプロジェクトを
展開しています。

【問】090-7696-7707(芝)

【問】054-221-2975(静岡県長寿政策課)

【数字】：ブース番号／中段：活動紹介／【問】：問い合わせ先

【問】0548-34-5088(特別養護老人ホーム住吉杉の子園)

●会場内のスタンプを6つ以上集めると、
吉田町オリジナルグッズと交換できます。

【問】054-252-8018(原田)

（おしゃべりサロン・カフェ）

【問】053-453-5111(経営企画室 内山)

●各ブースで説明を聞いてスタンプを集めよう！！

【⑦】 ＮＰＯ法人 静岡団塊創業塾

特定非営利活動法人ここ
ろでは、誰もが希望する
場所で安心して生活でき
るまちづくりを目指して
います。希望や夢の実現
を応援しています。

スタンプ

おいしいコーヒーのご用
意とともに、栄養相談等
も受け付けています。お
話しだけしたい方もぜひ
お越しください。

■スタンプラリー 吉田町オリジナルグッズプレゼント

【問】0548-32-0201（野いちご）0548-32-0277（かがやき）

スタンプ

スタンプ

地域のみなさまの美と健
康を応援します。カラダ
チェックとして、血管年齢
を無料で測定できます。

スタンプ

【問】0548-32-2809（堀本）又は0548-32-3844（八木）

中高年世代に対して、生
きがいをもって社会に参
加できる仕組み、仕掛け、
居場所を提供する事業の
活動内容を紹介します。

【⑬】 喫茶杉のこ

杏林堂薬局

●吉田町オリジナルグッズは入り口の受付でお渡しいたします。

■２階特別ブース⑫、⑬について
●⑫杏林堂薬局ブースでは血管年齢測定を行っています！
血管年齢が気になる方、ぜひお越しください！！
●⑬喫茶杉のこブースでは喫茶スペース、
おいしいコーヒーをご用意して
お待ちしております！
栄養相談等も受け付けております！

ふじのくに壮年熟期活躍プロジェクト

２

３

～助け合いの地域づくりへ～

会場案内

２階へ

アクティブシニア応援フェアin吉田

～ ヒーロー、再び ～

４

これまでの経験をいかし、「何かをしたい」と思っているみなさま
「地域に貢献したい」「仲間をつくりたい」
というあなたの思いを実現するときです。
社会が、地域が、あなたの再登場を待っています。

1階へ

入口

受
付

５

■プログラム

６

１３：２０～

１

開会 ： 主催者挨拶

７
スタンプラリー
景品交換所

社会参加活動事例発表

12

８

① 「通いの場やボランティア活動について」・・・吉田町社会福祉協議会

13

９

開催日：平成３０年１１月７日（水）
会 場：吉田町 学習ホール
吉田町長
田村典彦
静岡県健康福祉部理事
鈴木宙志

10 11

② 「傾聴や手芸を通してのボランティア活動」
・・・おしゃべりサロン・カフェ、手芸を楽しむサロン
③ 「特別支援学校の児童・生徒との交流」・・・野いちご、かがやき

＜出展者・プレゼント一覧＞
【①】 西静岡ヤクルト販売株式会社

【②】 吉田町シルバー人材センター

・・・ヤクルト試飲
【④】 吉田町社会福祉協議会

【③】 ミニサロン フレッシュ

・・・キーホルダー

・・・自家製野菜

【⑤】 みんなの居場所 ふつか会

・・・サブレ

【⑧】 NPO法人こころ

【⑩】 壮年熟期活躍プロジェクト実行委員会

【⑪】

・・・紅茶とお菓子の配布
【⑨】

・・・手作り石鹸

おしゃべりサロン・カフェ、手芸を楽しむサロン

・・・カードケース

ハイナン農業協同組合（どんぐり体操・いきいきセンター）

１５：1０～

社会参加活動団体紹介（ブース出展）

【⑫】 株式会社 杏林堂薬局

渡辺 正行（わたなべ まさゆき）氏

・・・野菜等
【⑬】 喫茶杉のこ
・・・コーヒーの提供

講演会 ： 「リーダーの人生を楽しむ秘訣」
講 師 ： 渡辺 正行 氏 （タレント）

【⑥】 野いちご、かがやき

・・・お菓子のつかみ取り

【⑦】 ＮＰＯ法人 静岡団塊創業塾

④ 「居場所「くれば」の活動で学んだこと」・・・静岡団塊創業塾

【数字】：ブース番号／下段：先着プレゼント内容

助け合いの地域づくりのために～講座のお知らせ～
※講座はブース番号⑩｢壮年熟期プロジェクト実行委員会｣ブースで、本日お申し込みいただけます。
アクティブシニア活躍プロジェクト
アクティブシニア活躍プロジェクト

福祉のまちづくりボランティア講座
第１弾 『地域づくりを楽しもう』

福祉のまちづくりボランティア講座
第2弾 『社会参加体験ﾊﾞｽﾂｱｰ』

～コーヒーでも飲みながら、
今、自分にできることを考えてみませんか～

～地域で活動している
居場所を一緒に見学してみませんか～

日時：平成30年12月21日（金）13:30～16:30
会場：吉田町社会福祉協議会（はぁとふる）
講師：原田 和正氏（NPO法人静岡団塊創業塾）
内容：静岡団塊創業塾の活動…「くれば」のさしすせそ
コミュニケーションを楽しもう、地域活動のおもしろさ
皆で幸せになろう…３個の「こ」

日

参加料：無料

参 加 料 ： 500円(昼食代）

時 ： 平成31年１月28日（月）
9:30～15:30（予定）
集合場所 ： 吉田町社会福祉協議会
（はぁとふる）
内
容 ： かいらﾊｳｽ（藤枝市）見学・昼食
くれば見学（静岡市）見学

プロフィール

1956年千葉県生まれ。
明治大学在学中にラサール石井、小宮孝泰と出会い、コントグループ「コント赤信号」を結成。
1980年にフジテレビ花王名人劇場にてデビューし、暴走族コントなどで人気を博す。コント赤信号のリーダーと
して活躍するとともに、場を盛り上げる司会が評価され数々の番組に出演している。
また、若手お笑い芸人の育成に熱心で、「ラ・ママ新人コント大会」を主宰し、後進の育成に尽力している。そし
て、剣道、ゴルフ、絵画など多彩な趣味を持ち、仕事に家庭にと人生謳歌している。講演では第一線で活躍し
続ける渡辺氏が、同世代に向けてセカンドライフの楽しみ方をお伝えします。

■主催者等

■住吉杉の子園（喫茶杉のこ）からのお知らせ

壮年熟期が活躍するいきいき長寿
社会づくり事業広域実行委員会
主催

協力

【構成団体】
吉田町、焼津市、藤枝市、菊川市、湖西市、磐田市、
御殿場市、袋井市、森町、(公財)さわやか福祉財団、
(福)静岡県社会福祉協議会、NPO法人静岡団塊創業塾、
静岡県中小企業団体中央会、
(一財)静岡県老人クラブ連合会、(株)ＬＣウェルネス、
静岡県長寿政策課

株式会社

杏林堂薬局

西静岡ヤクルト販売株式会社

『アクティブシニアのための介護の仕事・ボランティア説明会』
～いつまでも元気に活躍してみませんか？～

日時： 平成３０年１１月１０日（土）午後２時から午後３時（予定）
場所： 特別養護老人ホーム住吉杉の子園（住吉３２３９番地）
対象： どなたでも（申込をお願いします）
内容： ・町内の介護サービス事業所の職員による就業内容の説明
・介護施設で受け入れているボランティア活動の説明
申込先：

特別養護老人ホーム住吉杉の子園

【電話】0548-34-5088

