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福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40番地の1
TEL. 0244-62-4213

（新地町保健センター／社会福祉法人新地町社会福祉協議会／新地町地域包括支援センター）

地域支え合い事務局［ 発行 ］

住みなれた町で長く暮らすためには、ご近所での助け合いが大切になってきます。地域で暮
らしている人の知恵、工夫、技、自然と行っている支え合い、ご近所との挨拶や立ち話は、見
守りにつながり、お茶会や趣味のサークルは情報交換の場になっています。
暮らしの中で気の合う仲間同士が集まり、散歩や体操をしたり、おしゃべり、料理や野菜の

おすそ分け、食事会などをしたりして、地域で元気に活動している「いいね！」グループを紹介
します。

以前は、有志でカラオケやお茶会などを公会堂で楽
しんでいました。その後、いきいき百歳体操やいきい
きサロンを始めるようになりました。一時は人数が減っ
た時期もありましたが、参加を募集したところ人数も
増え、みんなで元気に体操を行っています。

中里地区　中里なかよし会
「参加者が増え、楽しく活動」がいいね！

いつも元気な小川会を目指しています。この集まりが
楽しみで、百歳体操がある日は、体操以外に予定を入
れないようにしています。漬け物名人やお料理名人が
沢山いるので、持ち寄った物で美味しく楽しく、お茶会
をしています。この集まりが、張り合いになっています。

小川地区　小川会
「いつも元気な小川会」がいいね！

畑仕事に励む人が多い中でも、いきいき百歳体操や
いきいきサロンで、健康づくりや情報交換をみんなで
楽しく行っています。少しコロナが落ち着いたら、み
んなで新地町の復興状況を見学に行きたいと考えてい
ます。

杉目地区　杉目クラブ
「健康づくりや情報交換」がいいね！

体操後は、みんなでお茶を飲みながら、ゆっくりお
しゃべりをして情報交換をしています。コロナ禍で、
外出が難しい時もありますが、百歳体操をみんなで協
力しながら楽しく行っています。

高田地区　もみじクラブ
「会話が弾む楽しいつながり」がいいね！

（令和4年3月発行）

「いいね！」グループの紹介第 4 回

ご近所支え合いガイドブック
元気に暮らすコツ！いき

いき
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ご近所支え合い 『いきいき百歳体操、いきいきサロン、お茶会』って
どんなことをしているの？

新型コロナウイルス感染症の影響で様 な々「集うこ
と」が難しくなり、孤立が心配された。外出する機会
が減ることで運動不足が心配されたため、「家で出来る簡単な体操」な
どのチラシを配布し運動の大切さを伝えてきた。また、地域で集まった際
には、継続的な感染対策を行うように声かけしながら訪問を行った。
令和４年 3月「第 4回いいね！グループ」の顕彰を行った。

令和 3 年度　

「支え合い」を考える…と

「見守り合う・支え合う」
関係に！

「気になる・気にかけあう」
関係が生まれ

「つながる機会」
が増える

高知県高知市で広まった体操で、高齢者ができる限り、健康で
いきいきとした生活を送れるようになることを目指した体操で現在、
各地域の公会堂等に集まり、週１回体操を行っています。
《イスに座り、自分の体力に合わせて出来る体操です。》

● いきいき百歳体操

・日常生活で必要とされる動作やそれらに必要な筋力を
　アップさせます。
・��転倒しにくい体をつくり、寝たきりになるのを防ぐことが
���できます。

効 果

・�地域のつながり、仲間づくり、孤立や閉じこもりの防止、
���見守り効果
・�地域の情報交換の場、災害時に強い地域づくり、
���身近なボランティア活動

効 果

仲間づくりや地域のつながりを目的とした集いの場です。各公会
堂等で、月1回以上行われ、だれでも参加することが出来ます。

● いきいきサロン

近所の仲間同士で集まって、
お茶菓子を持ち寄り、楽しい
情報交換を行っています。

● お茶会《仲間同士の集まり》

オレンジカフェ
活用して

みませんか

家族のこと
相談できます！！ オレンジカフェは、認知症の方やご家族、地域の方などが自由に参加し、交

流できる場を提供しています。同じ悩みを抱えた方の話を聞き、「自分だけで
はない」ということがわかるだけで、気持ちが楽になることがあります。認知
症に対する理解を深める場にもなり、医療や介護のヒントも気軽に聞けますの
で、参加してみませんか。予約は不要ですので、是非お気軽にお越しください。
※新型コロナウイルスの感染状況により変更になる場合があります。

開催日時　 第４木曜日　13時30分～　開催場所　保健センター

体操をしたいが会場が無い、会場の使用方法が分からないなど、相談がある方は、下記までお問い合
わせください。

●�新地町保健センター� ☎0244-62-2096　　●�新地町社会福祉協議会　　☎0244-62-4213
●�新地町地域包括支援センター� ☎0244-62-5580

地域支え合い事務局

いきいき百歳体操いきいきサロン
お茶会

上記の●印は、4～9ページと連動しています。

介護保険制度導入前（平成12年以前）は、介護サービスが少なくても、家族の支えやご近所づき
あいが多くありました。しかし、介護保険が普及しサービスが増えるに従い、地域での支え合いやつな
がりが希薄になってきました。そこで平成27年の介護保険法改正では、家族や地域の実態に応じて新
たなつながり（互助）づくりをしながら、介護・生活支援サービスと、ご近所とのつながりの両方を組
み合わせていくことによって、地域で暮らし続ける環境の再構築を目指すことが盛り込まれました。
地域支え合い事務局（新地町保健センター・社会福祉協議会・地域包括支援センター）では、高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを目指し、ご近所同士の支え合いや地域の課題な
どについて話し合う『ご近所支え合い勉強会』を開催しています。

新地町内では、自然に行われている"支え合い”が沢山あります。このパンフレットでは、これまで
の活動で見つけたご近所支え合いを紹介します。

『地域づくり勉強会』を定期的に開催。
地域づくり講演会において「第 1回いいね！グループ」3団体を顕

彰した。
また、「地域の宝物」や「地域支え合いマップ」などを盛り込んだ

〝ご近所支え合いガイドブック〟を作成して全戸配布するなど、地域
支え合いの《見える化》《見せる化》に取り組んだ。

● 平成 30 年度
大づかみ講演会を開催。
生活支援コーディネーターが地域

を訪問するとともに、定期的に『地
域づくり勉強会』を開催し、地域の
支え合い活動（地域のお宝）の意
識化に努めた。

● 平成 29 年度

 これまでのしんち地域づくり勉強会の活動
（平成 29 年度～令和 3 年度）

● 令和 2 年度
新型コロナウイルス感染症の影響で地域での活動を自粛

することが多く、体を動かさないことで健康への影響が心
配された。そこで、家で出来る簡単な体操や手の洗い方な
どのチラシを作成し、百歳体操やサロンの代表者に配布を
行った。
令和 3年 2月に「第 3回いいね！グループ」の顕彰を
行った。

● 令和元年度（平成 31年度）
「地域支え合いマップ」を基に、モデル地区

として2地区を選定し、「地域づくり」について
話し合った。
令和 2年 1月『ご近所支え合い交流会』を

開催し、いいね！グループのメンバーなどによる
パネルディスカッション、「第 2回いいね！グルー
プ」の顕彰などを行った。
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の みぃ〜つけた！物地 宝域 健康 で長生きを目標に！

集まることで居場所づくり、健康づくり、情報交換の場になり安否確認につながります！

近所でのお茶のみ　趣味の集まり　お祭り　体操　草むしり　畑仕事　挨拶　花だん作り　犬の散歩…
たとえば…このような活動も地域の宝物です。

各地域を訪問し、様々な活動「地域の宝物」を発掘。その情報を発信しています。
「地域で暮らす人」と「地域の宝物」をつなげます！

生活支援コーディネーターがみつけた地域活動（宝物）を紹介

� �明地地区

� �沢口地区

� �中里地区

� �鉄炮町地区

公会堂に来れば、みんなに会える。
だから楽しい♬

いきいき百歳体操 いきいきサロン お茶会

� �岡地区

� �木崎地区

百歳体操は、
生活の一部に
なっています。

蕎麦打ち
名人もいます

コミュニケーション麻雀は、
毎年実施。

息を合わせて「せーの」ストライク

ペットボトルボウリング
レーンは長机2台です。 体操も良いけど、話を

するのが一番の楽しみ♪

みんなで体操や旅行、
食事会に行くのが楽しみです。
コロナが落ち着いたら、
また行きたいねぇ～

� �作田地区

� �上真弓地区

� �下真弓地区

《若さの秘訣》
楽しい話を沢山

して笑うことです。

お汁粉
美味しそう

コミュニケーション
づくりを大切にして
います。時には、脳
トレもしています。

� �大山田地区

“支え合い”
みんなで声かけ合い、
協力し合っています。 笑うことは、

体にいいよ〜
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の みぃ〜つけた！物地 宝域

� �杉目地区

�中島地区

� �新地町地区

� �小川地区

いきいき百歳体操 いきいきサロン お茶会

� �小川　高齢者共同住宅

畑仕事は、自分の健康づくりになっています。収穫した野菜は、みんなにおすそ分け♥

� �雁小屋地区

� �大戸浜地区

� �今泉地区

� �菅谷地区

心も体もリフレッシュ！
 新蕎麦食べに行きました

お茶会は、みんなで
協力。楽しいよ〜

特別なことは、
していないけど、

みんなで話をすることが
一番楽しい

コロナ禍

柚子味噌作り

体操の後に公会堂の掃除
や除菌をしています。

� �中島�もんぶらん�

早くみんなで旅行に
行きたいねぇ～ 

何をするにもみんなで相談！
ここに来るのが一番楽しいね〜

運動不足にならないように
体操や散歩を心がけています。

みんなの元気な顔を
見ると安心します。
公会堂まで歩くのも
運動です。

サロンに参加出来なかった
人にも届けたよ！
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�脳活お元気クラブ

いきいき百歳体操 いきいきサロン お茶会の みぃ〜つけた！物地 宝域

� �高田地区

� �広域　にこにこ会

� �駒中寄合会

� �新町・城内地区

� �今神（新林）地区 � �富倉地区 �原添ふれあいの友

ここに来ると元気
になるよ～♬

体操、サロンの
参加者募集中！　

お待ちしています
みんなで楽しいことを

考え、集まっています。
季節の行事を大切に！
この日は、柏餅作り

みんなに会えてうれしい〜　
だから体操も

頑張っています。

� �駒町地区

体操仲間で花壇の整備や
パークゴルフにも挑戦しています。

年長者から畑仕事や
料理について

教えてもらっています。
“ありがたいですよ〜”

百歳体操や
リズム体操など
をして足腰を

鍛えています。

改善センターや交流センターを利用し、
自主的に百歳体操をしています。

毎日、歩くのが一番。
「自分の健康は自分で

守る」を心がけています。

�神後会

コロナ禍の活動を振り返って
体操やお茶会では、マスク、手洗い、消毒、換気をしっかり続
けています。天気が良い日は、屋外での活動を行っています。

みんな一緒だから
楽しいんだよね～

ご近所同士で定期的に集まっています。　　

ひさしぶり～

いつもの場所で、
いつもの人と…。

顔を合わせて話をする
のは、いいねぇー。
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新地町保健センター
新地町社会福祉協議会
（地域支え合い事務局）

地域支え合い事務局
新地町保健センター� 0244-62-2096
新地町社会福祉協議会� 0244-62-4213
地域包括支援センター� 0244-62-5580

いきいき百歳体操　実施場所：各地区公会堂
番号 地区 曜日 時間 会の名称
1 沢口 水 13：30 沢口ふれあい会
2 鉄炮町 金 13：30 鉄炮町長寿会
3 大山田 金 13：30 大山田あすなろ会
4 明地 木 13：30 すみれ会
5 中里 水 ��9：30 中里なかよし会
6 木崎 月 10：00 木崎月曜会
7 作田 月 10：00 やよい会
8 上真弓 金 ��9：30 真弓長寿会
9 下真弓 金 ��9：00 ひまわり会
10 岡 金 ��9：30 岡ハッピークラブ♥
11 岡 (原 ) 木 ��9：30 つつじの会
12 杉目 金 13：30 杉目クラブ
13 新地町 水 13：30 なかよし会
14 中島 木 10：00 もんぶらん

番号 地区 曜日 時間 会の名称
15 中島 水 13：30 中島マーガレット会
16 小川 水 ��9：00 小川会
17 小川 月 10：00 高齢者住宅青空会
18 雁小屋 月 ��9：30 たんぽぽ会
19 大戸浜 火 ��9：30 大戸浜百の生会
20 今泉 水 ��9：30 いずみ会
21 菅谷 月 ��9：30 菅谷なかよし会
22 高田 月 10：00 もみじクラブ
23 新町・城内 水 ��9：30 さくら会
24 駒町 水 13：30 101の会
25 今神 水 13：30 おひさま
26 富倉 月 ��9：30 富倉元気会
27 広域 水 ��9：30 にこにこ会

いきいきサロン　実施場所：各地区公会堂
番号 地区 曜日 時間 会の名称
1 沢口 第1水 14：00 沢口地区
2 鉄炮町 第 2木 11：00 鉄炮町地区
3 大山田 第 2,4 金 10：00 なでしこ会
4 明地 第 3水 10：00 すみれ会
5 中里 第４水 10：00 なかよし会
6 木崎 第 2金 10：30 木崎地区
7 作田 第 3月 10：30 作田地区
8 上真弓 第 3金 10：30 上真弓地区
9 下真弓 第１火 ��9：30 下真弓地区
10 岡 第 3金 10：30 岡地区
11 杉目 第 3金 14：00 杉目地区

番号 地区 曜日 時間 会の名称
12 新地町 第 1水 14：00 なかよし会
13 小川 第 2水 10：00 高齢者共同住宅

14 雁小屋 第 4月 10：00 雁小屋たんぽぽクラブ
15 大戸浜 第 3火 10：00 大戸浜地区
16 今泉 第 4金 10：30 今泉地区
17 菅谷 第 1月 10：00 なかよし会
18 高田 第 4月 10：30 高田地区
19 駒町 毎週木 10：00 駒中寄合会
20 駒町 第 4水 10：00 駒ヶ嶺町
21 富倉 第 1月 10：00 体を動かす会

＊�オレンジカフェの問い合わせは、地域包括支援セン
ターまでお願いします。

お茶会　実施場所（週１回、月１回集まる）
番号 地区 日時 会の名称
1 広域 第 2,4 水 10：00 脳活お元気クラブ
2 小川 毎月 9日 14：00 原添ふれあいの友

3 大戸浜 第３水 13：30 神後会（大戸浜集会所）
4 高田 毎月１日 ��8：�30 神和会（神社掃除）
5 広域 第4木 13：30 オレンジカフェ

2

5
1

3

4

地域包括支援センター
（地域支え合い事務局）
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地域支え合いマップ


