
 

 

                  

  

 

 

                              

                              

 

 

ともに生きる地域社会を 

特定非営利活動法人 ゆいの会 

ゆい通信 
平成２９年７月 ＮＯ．７１ 

 
 

『サロンおいじゃあ』始まりました！ 

近頃、町のあちらこちらや新聞などで『サロン』という言葉をよく見聞きするようになりました。 

地域の人々が集ってくつろげる ‘居場所’です。ゆいの会にも以前から ‘ゆいサロン’という、主に 

高齢者のためのくつろぎの場所を設けて楽しんでいただいています。そして昨年知多市から『住民 

のたすけあい活動を広める役割』を受託したこともあり、年齢に関係なく地域の皆さんにくつろいで 

もらえる『サロンおいじゃあ』を今年６月から始めました。 

「おいじゃあ」とは知多地域で「おいでよ」「いらっしゃい」という意味の言葉です。 

『サロンおいじゃあ』は来場者が ‘主役’ です。ゆいの会が接待するのではなく、自分の趣味や特技を 

持ち寄ってそれを周りの人と共に楽しんだり、お弁当を持ってきて一人のんびりゆったり過ごしたり等、

思い思いに過ごす場です。そんな居場所での新しい趣味・新たな人との出会いが、日々の生活の張り合い、

生きがいにつながっていくといいなと思っています。 

「ゆいの会は入りずらい」という声を時々聞きますが、多くの方に足を運んでいただけるきっかけとして、

ゆいの会も様々なイベントなどを企画していきます。「こんな企画をやってみたい！」という方、大歓迎 

です。事務局までご連絡ください。毎週土曜日はモーニングをやっています。 

どなたでもお気軽にお立ち寄りください。 

皆さん『サロンおいじゃあ』へ、おいじゃあ！！ ＼(^o^)／  

事務局 小西真由美 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

主な活動報告

【４月】

１２日 NPO現場見学バスツアー　１６名

１５日 子供学習支援体験会

１７日 知多ＮＰＯケアネット会議

１８日 第１回　ケア会議

１９日 新知地区民生委員見学

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(以下SC)学習会

２４日 第１回　運営委員会

協議体事務局会議

２５日 NPO現場見学バスツアー　８名

２６日 ＳＣ会議

２７日 第１回ヘルパー研修会

高齢者の食事　キューピーさん講師

２８日 ＳＣ会議先進地 視察研修　日進市

【５月】

６日 ｷｯｽﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ参加（さをり・陶芸）

　勤労文化会館にて

１３日 文化祭

１５日 日福大生見学　２２名

たすけあい・居場所・サロン交流会

１６日 第２回　ケア会議

２２日 第２回　運営委員会

第１５０回　理事会

２３日 東邦大生見学　１名

２９日 生活支援体制事業

　３市１町との情報交換会

３１日 第１８回　定時総会

【６月】

２日 内閣府来訪　２名

６日 サロンおいじゃあオープン

９日 サービスラーニング打ち合わせ

１４日 第１回安全運転講習会

１３日 南医療生協学習会

２２日 第３回　ケア会議

２３日 ﾋﾟｱﾊｳｽ春日井 研修受入打ち合わせ

２６日 第３回　運営委員会

（平成２９年４～６月）

 ご寄付ありがとうございました 
大切に使わせていただきます 

加藤律子、田中娃子、佐藤 融、 

はっぴーわん大府、協力会員 

有志 

（敬称略） 

  

 

 

発行 特定非営利活動法人ゆいの会 
〒478-0017 

愛知県知多市新知字西屋敷 22 番地２ 

TEL ０５６２－３２－５９０６ 

   ０５６２－３２－５９３６ 

FAX ０５６２－３２－５９８４ 

URL: http://www.yui.npo-jp.net 

e-mail : yuinokai@aroma.ocn.ne.jp 

ヘルパー、調理スタッフ募集中 

ヘルパーは資格がなくてもＯＫです。 

調理スタッフは、お弁当作りや土曜日の 

モーニングに携わっていただきます。 

詳しくは事務局までお問い合わせ 

ください。 

会員手作りののぼりです 

↑ ６/６オープン日の様子   

火・水・木・土曜日（祝日除く） 

９～１２時  

参加費１００円 

《お茶・コーヒー飲めます》 

土曜日はモーニングやってます 

(参加費込みで３００円) 

 

会員状況（平成29年5月31日現在）

協力会員 63 人

利用会員 147 人

ふれあい会員 50 人

賛助会員 17 人

合計 277 人

活動実績 3月 4月 5月

たすけあい活動 273 274.3 320 時間

移送 275 259 281 回

配食サービス 400 365 362 食

施設ボランティア 16 0 16 人

ゆいサロン 50 48 32 人

さをり織り 84 84 88 人

陶芸 53 54 56 人

自立支援（パソコン） 9 10 9 人

パッチワーク 12 13 10 人

こどもの創作ひろば 7 8 4 人

介護保険　訪問介護 65 65 66 件

402.90 373.00 381.00 時間

障害福祉サービス 315.00 302.80 285.50 時間

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1482198749/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zaWxob3VldHRlLWlsbHVzdC5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDgvODIyMC0zMDB4MzAwLmpwZw--/RS=^ADBm164466N8a2MqxtZw.weG0LeY0g-;_ylt=A2RCL65dPVdY_3kA3iEdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
mailto:yuinokai@aroma.ocn.ne.jp
https://flowerillust.com/html/yuri/yuri3006.html
https://flowerillust.com/html/yuri/yuri3006.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1500048274/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMjExLnBuZw--/RS=^ADBrKcF7ElNumWlDeiCygV3OiREWe8-;_ylt=A2RinFsSmmdZswoAOD6U3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 振込先 支店名 種類 口座名 口座番号 

知多信用金庫 知多支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 ００４６３８３ 

三菱東京ＵＦＪ銀行 知多支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 １３８６１４６ 

東海ろうきん 東海支店 普通 特定非営利活動法人 ゆいの会 ４４９８１８７ 

ゆうちょ銀行 特定非営利活動法人 ゆいの会 記号 １２１８０   口座番号 ８０７３４２２ 

多くの方からご寄付をいただきありがとうございました。 

引き続き寄付金を募っております。ご協力をお願い致します。 

振込先は以下の通りです。直接事務局でも受け付けています。 

キッズ☆パラダイス参加 2017.５.６ 
知多市勤労文化会館主催の 

子供向けイベントにさをり織りと 

陶芸のブースを出しました。 

予想以上にたくさんの子供達が 

参加してくれました。 

ゆいの会 文化祭 201７.５.１３ 

新しい建屋になって初めての文化祭。 

あいにくの雨でしたが多くの方が足を運んでくれました。 

ガレットやコーヒーの移動販売車も 

テントを張っての営業でした アルパ（ハープ）の演奏 

五目ご飯と豚汁をいただきま～す 

折り紙でバラの花作り 

         ２日     

参加費 ３００円 

毎週火・水・木・土曜日の午前中にサロンおいじゃあ開催中です！ 

８月は以下のイベントを予定していますのでぜひお立ち寄りください 

唱歌・懐メロを歌おう♪ 

      ２３日 １０～１１時             

ギター演奏にあわせて 

みんなで歌いましょう！ 

    参加費 １００円 

さをり織り体験 

  17,19,24,26,31日 

参加費 １００円。作品を持ち 

帰りたい人は＋材料費 500 円 

絵本の読み聞かせ  

５日 １０：００～１０：３０ 

子供～大人まで楽しめる 

絵本を読みます 

参加費 １００円。モーニングの人は 

            ３００円 

字手紙 

＆はがき絵 

       １・２２日 

       参加費 １５０円 

新聞ちぎり絵 

１６・２９日 

材料費 １５０円 

 

 

 

ヘルパー研修会 2017.4.27 

マヨネーズでおなじみのキューピーの 

講師をお招きし、高齢者の食事について 

お話を伺いました。また、やわらか食や 

栄養補給食の試食もしました。 

高齢者は栄養素、特にタンパク質が不足しがち 

なので、お肉も積極的に摂るといいそうです。 

 

 

今年も夏休み子ども体験講座を 

開催します 

《７/２２～８/９》 

習字、さをり織り、絵てがみ、手芸、陶芸、 

流しそうめん があります。 

詳しくはホームページまたは 

事務局まで 

お問い合わせください 

ゆいの会 出前講座 

地域のたすけあいや居場所作りについて 

詳しく知りたい・興味がある方がみえましたら、

ゆいの会の生活支援コーディネーターが 

出向いてお話しますので、お声かけください。 
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