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社社会会福福祉祉法法人人  めめぐぐみみのの家家
いえ

  

何何とといいっっててもも印印西西市市でで第第11号号ののググルルーーププホホーー
ムム((ベベイイトトレレヘヘイイムム))をを誕誕生生ささせせたたここととでですす。。
ままたた、、工工房房ママナナでではは、、みみんんななでで作作っったたパパンン
のの予予約約限限定定販販売売ををししてていいまますす。。ここののパパンンはは白白
神神ここだだまま酵酵母母をを使使いい卵卵・・ババタターーはは使使っってていいまま
せせんん。。ごご予予約約はは随随時時おお受受けけししてていいまますすののでで
おお気気軽軽ににおお電電話話くくだだささいい。。

利利用用者者ささんんののニニーーズズにに応応ええななががらら、、地地域域
のの方方やや行行政政とと一一緒緒ににななりり活活動動をを広広げげてていい
ききたたいいとと考考ええてていいまますす。。一一つつひひととつつ着着実実
にに歩歩んんででゆゆききたたいいとと思思いいまますす。。  

社社会会福福祉祉法法人人  めめぐぐみみのの家家はは「「障障ががいいのの有有無無
にに関関わわららずず、、自自分分ららししくく地地域域社社会会でで互互いいにに
支支ええ合合いい・・助助けけ合合いい、、ととももにに人人ととししてて暮暮らら
すす」」をを活活動動ののミミッッシショョンンにに組組織織さされれたた団団体体
でですす。。  

HH PP  ：：  hhttttpp::////mmeegguummii--nnoo--iiee..ssaakkuurraa..nnee..jjpp//  

活活動動場場所所    ：：  ベベイイトトレレヘヘイイムム((ググルルーーププ・・ホホーームム））  

工工房房ママナナ（（生生活活介介護護事事業業所所））  

エエママオオ居居宅宅介介護護（（特特定定相相談談支支援援事事業業所所））

★★詳詳ししくくははHHPPををごご確確認認くくだだささいい。。

団団体体情情報報  

障障ががいいののああるる人人たたちちがが社社会会のの中中でで安安心心しし安安全全にに暮暮ららすすここととががででききるる地地域域社社会会
をを目目指指しし、、地地域域ででのの暮暮ららししをを支支援援ししてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  
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健健
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刺刺しし子子  

ベベルル  

織織物物ババッッググ  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  
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康
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福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ママーーブブルル福福祉祉会会
ふくしかい

少少人人数数ででのの家家庭庭的的なな雰雰囲囲気気ののななかかでで、、安安
心心・・安安全全ななおおいいししいいおお菓菓子子、、大大好好評評なな英英
字字新新聞聞ババッッググ等等をを利利用用者者ささんんとと一一緒緒にに作作
っってていいまますす。。  

誰誰ももがが自自分分ののででききるるここととはは自自分分でで、、でできき
なないいここととはは、、支支ええててももららいいななががらら生生ききてて
いいくくののででははなないいででししょょううかか。。ハハンンデディィキキ
ャャッッププをを持持つつ障障ががいい児児者者がが、、ここのの社社会会でで
当当たたりり前前にに生生ききてていいけけるる支支援援ががででききるるよよ
うう、、前前進進ししてていいききたたいいとと思思いいまますす。。  

障障ががいいのの有有無無にに関関わわららずず、、誰誰ででもも地地域域でで安安
心心ししてて生生活活ででききるる暮暮ららししをを目目指指しし、、「「ハハンン
デディィキキャャッッププをを持持つつ子子やや成成人人ししたた方方のの生生活活
がが豊豊かかななももののにに」」とといいうう思思いいでで立立ちち上上げげまま
ししたた。。みみんんななのの笑笑顔顔がが私私たたちちをを豊豊かかににししてて
くくれれまますす。。  

HH PP  ：：  mmaarrbbllee--mmeeiittssuu..ssaakkuurraa..nnee..jjpp  

活活動動場場所所  ：：  「「ママーーブブルルハハウウスス」」((印印西西市市草草深深 557711--33))  

活活 動動 日日  ：：  月月曜曜日日～～土土曜曜日日  88::3300～～1177::3300  

団団体体情情報報  

①①印印西西市市立立障障害害児児放放課課後後対対策策事事業業所所「「印印西西市市立立ククリリオオネネククララブブ」」のの運運営営
②②指指定定相相談談支支援援・・指指定定障障ががいい児児相相談談支支援援事事業業「「結結愛愛（（YYUUII））」」
③③日日中中一一時時支支援援事事業業「「すすずずららんんククララブブ」」④④多多機機能能型型事事業業所所「「ママーーブブルルハハウウスス」」
⑤⑤地地域域活活動動支支援援セセンンタターー「「ママーーブブルル工工房房」」
等等、、障障ががいい児児（（者者））のの生生活活・・地地域域活活動動のの支支援援にに取取りり組組んんででいいまますす。。

健健康康・・福福祉祉  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

健健
康康
・・
福福
祉祉

4400

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  
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 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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印印西西市市
いんざいし

卓卓 球球
たっきゅう

連連盟盟
れんめい

  

毎毎年年印印旛旛郡郡市市のの代代表表ととししてて、、県県民民体体育育大大
会会へへ男男女女とともも選選手手をを派派遣遣ししてておおりり、、印印旛旛
郡郡市市のの県県民民大大会会ででのの活活躍躍にに貢貢献献ししてていいまま
すす。。  

ススポポーーツツ教教室室のの実実施施等等をを通通じじてて、、卓卓球球競競
技技のの「「裾裾野野をを広広げげるる」」こことと。。ままたた生生涯涯スス
ポポーーツツととししててのの卓卓球球にに親親ししむむ機機会会をを提提供供
すするるここととにによよっってて、、健健康康増増進進のの一一助助ととなな
るるここととななどどをを目目指指ししてていいまますす。。

印印西西市市ででのの卓卓球球競競技技のの普普及及発発展展とと会会員員相相互互
のの技技術術のの向向上上並並びびにに親親睦睦をを図図るるここととをを目目
的的ととししてて、、立立ちち上上げげらられれたた団団体体でですす。。  

活活動動場場所所   ：：  松松山山下下公公園園体体育育館館等等 

団団体体情情報報  

市市民民卓卓球球大大会会のの主主管管・・運運営営((年年２２回回))、、卓卓球球教教室室のの実実施施((年年３３回回))、、印印西西市市近近隣隣中中
学学校校招招待待卓卓球球大大会会のの主主催催おおよよびび印印旛旛郡郡市市民民体体育育大大会会・・県県民民体体育育大大会会へへのの選選手手
のの派派遣遣  ななどど  

健健康康・・福福祉祉  
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連連盟盟祭祭のの様様子子  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ねねっっととわわーーくく  

各各回回テテーーママをを決決めめてて参参加加者者でで学学びび、、話話しし合合
うう事事でで、、発発達達障障ががいいのの子子どどももにに対対すするる関関わわ
りり方方がが分分かかっっててききまますす。。『『家家庭庭内内傾傾聴聴』』はは
県県内内近近隣隣市市町町村村のの行行政政・・教教育育関関係係団団体体・・支支
援援団団体体等等かからら講講演演依依頼頼をを多多くく受受けけるるよよううにに
ななりり、、傾傾聴聴のの重重要要性性がが理理解解さされれてていいるるこことと
をを嬉嬉ししくく思思っってていいまますす。。  

不不登登校校ややひひききここももりり、、精精神神疾疾患患やや発発達達障障
ががいい、、依依存存症症ななどどにに関関ししてて、、地地域域のの方方々々
へへのの理理解解をを深深めめてていいたただだけけるるよよううにに講講演演
会会をを増増ややししてていいききたたいいでですす。。様様々々なな立立場場
のの方方ににごご参参加加いいたただだけけるるよよううにに、、活活動動をを
広広めめてていいききたたいいとと思思っってていいまますす。。  

発発達達障障ががいいののごご本本人人ををははじじめめととししてて、、孤孤立立
ししががちちななごご家家族族ははたたくくささんんいいららっっししゃゃいいまま
すす。。障障ががいいととのの関関わわりり方方ををごご家家族族がが学学ぶぶここ
ととでで、、日日々々のの生生活活がが楽楽ににななっってていいききまますす。。
ままたた、、「「聴聴くく力力」」をを身身ににつつけけるるここととでで、、ココ
ミミュュニニケケーーシショョンン能能力力がが向向上上しし、、良良好好なな人人
間間関関係係がが構構築築ででききるるよよううににななりり、、障障ががいいああ
るるななししにに関関わわららずず、、誰誰ももがが住住みみややすすいい地地域域
社社会会ににななるるここととをを目目的的ととししてていいまますす。。

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////kkaatteeiinnaaii--kkeeiicchhoo..ccoomm// 

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー   

：：  毎毎月月第第 33 水水曜曜日日  第第 44 土土曜曜日日 

1100::0000～～1122::0000  

団団体体情情報報  

印印西西市市社社会会教教育育関関係係団団体体。。毎毎月月発発達達障障ががいいのの子子どどももををももつつ親親がが集集ままりり、、テテーー
ママをを決決めめてて子子どどももへへのの対対応応方方法法をを学学んんででいいまますす。。ままたた、、不不登登校校・・ひひききここもも
りり・・発発達達障障ががいい・・認認知知症症ののごご家家族族をを対対象象ににししたた「「聴聴くく力力」」をを身身ににつつけけるる『『家家
庭庭内内傾傾聴聴講講座座』』をを各各地地でで開開催催ししてていいまますす。。

健健康康・・福福祉祉  

子子育育てて支支援援  
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メメイインンのの活活動動

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

団団体体のの自自慢慢  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ヨヨーーガガ  シシャャンンテティィ・・シシャャンンテティィ

地地域域のの皆皆様様のの健健康康増増進進やや癒癒ししをを提提供供すするる
たためめ、、楽楽ししくく誰誰ででももででききるるヨヨーーガガををししてて
いいまますす。。  

今今ののととこころろ、、多多くくのの方方々々にに活活動動のの情情報報がが
行行きき届届いいてていいまませせんんののでで、、少少人人数数でで行行っっ
てていいまますすがが、、多多くくのの方方々々ににヨヨーーガガにに親親しし
んんででいいたただだけけるるよよううににななれればばとと思思っってていい
まますす。。  

「「運運動動ししたたいい」」とと思思いいななががらら、、「「ききつついい運運
動動はは無無理理」」とと言言わわれれるる方方々々がが多多くくおおらられれ、、
誰誰ででももででききるるヨヨーーガガででおお助助けけででききれればばとと思思
いい、、団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  第第 11・・33 木木曜曜日日 ９９::3300～～1111::0000 

団団体体情情報報  

レレッッススンン風風景景

月月２２回回、、印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー活活動動室室ででヨヨーーガガののアアーーササナナ・・呼呼吸吸法法・・
瞑瞑想想ななどどをを行行いい、、ヨヨーーガガのの実実践践ををししてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  

4433
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メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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エエンンデディィンンググササポポーートト風風
かぜ

オオリリジジナナルルエエンンデディィンンググノノーートトのの作作成成がが
ででききまますす。。団団体体ででオオリリジジナナルルデデザザイインンのの
エエンンデディィンンググノノーートトをを作作りりままししたた。。

万万がが一一ののととききのの心心のの備備ええををエエンンデディィンンググ
ノノーートト記記入入をを通通ししてて、、ごご一一緒緒にに考考ええるる活活
動動をを広広めめてていいききまますす。。エエンンデディィンンググノノーー
トト記記入入かからら、、自自身身のの生生きき方方、、暮暮ららしし方方をを
見見つつめめ、、家家族族ととののココミミュュニニケケーーシショョンンをを
深深めめるるききっっかかけけににななれればば幸幸いいでですす。。
ごご一一緒緒にに活活動動すするる仲仲間間もも募募集集ししてていいまま
すす。。

「「元元気気なな時時にに終終活活のの備備ええをを」」とと活活動動ししててきき
てて 1100 年年経経ちちままししたた。。突突然然のの葬葬儀儀ののととままどどいい
やや不不安安にに寄寄りり添添いい、、悲悲ししいい中中ににもも穏穏ややかかなな
見見送送りりののおお手手伝伝いいををししたたいいとと思思いい、、団団体体をを
立立ちち上上げげままししたた。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  毎毎月月第第 11 火火曜曜日日  1133::0000～～1166::0000 

団団体体情情報報  

①①葬葬儀儀ササポポーートト  ②②エエンンデディィンンググノノーートトのの普普及及  ③③終終活活勉勉強強会会

健健康康・・福福祉祉  

健健
康康
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福福
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オオリリジジナナルル
エエンンデディィンンググノノーートト 今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

団団体体のの自自慢慢  

メメイインンのの活活動動

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。



45

いいんんざざいいびびっっききのの会会
かい

  

子子どどももたたちちのの未未来来のの扉扉をを開開かかれれたたももののとと
すするるたためめにに、、学学びびのの面面かかららおお手手伝伝いいししまま
すす。。  

社社会会人人をを講講師師にに、、経経験験やや体体験験をを話話ししててもも
ららうう実実社社会会学学講講座座をを充充実実ささせせたたいい。。学学習習
教教室室のの定定期期開開催催以以外外にに訪訪問問学学習習教教室室もも展展
開開ししてていいききたたいい。。  

東東日日本本大大震震災災後後のの被被災災地地をを訪訪れれたたとときき、、
明明るるくく強強くく野野球球にに取取りり組組むむ中中学学生生のの姿姿をを
見見てて、、子子どどももたたちちのの未未来来ののたためめににままちちづづ
くくりりののボボラランンテティィアアををししたたいいとと感感じじたたここ
ととががききっっかかけけととななりり、、団団体体をを立立ちち上上げげまま
ししたた。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー 

：：  小小学学生生のの英英語語教教室室   

  毎毎週週水水曜曜日日  1166::0000～～1188::0000  

小小中中学学生生学学習習支支援援  

毎毎週週水水・・土土曜曜日日  1188::0000～～2200::0000  

団団体体情情報報  

小小学学生生対対象象のの英英語語教教室室  

小小中中学学生生をを対対象象にに無無料料のの学学習習教教室室をを開開催催ししてていいまますす。。小小学学生生ににはは英英語語教教室室もも開開
催催。。宿宿題題ややワワーーククブブッッククななどど、、勉勉強強ししたたいいももののをを参参加加者者がが持持参参ししててききてて学学習習をを進進
めめまますす。。学学習習指指導導員員がが学学習習のの手手助助けけををしし、、自自学学力力をを付付けけるる支支援援ををししてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

健健
康康
・・
福福
祉祉

4455

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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介介護護
か い ご

・・認認知知症症
にんちしょう

のの家家族族
か ぞ く

とと歩歩
あゆ

むむ会会
かい

・・印印西西
いんざい

地地域域パパーートトナナーー養養成成講講座座をを毎毎年年開開催催ししてて
いいまますす。。個個人人・・ググルルーーププととししてて地地域域活活動動
当当事事者者やや介介護護家家族族のの不不安安解解消消ののたためめのの相相
談談会会((訪訪問問含含むむ))をを常常時時行行っってていいまますす。。日日
常常のの様様々々なな分分野野のの課課題題にに関関すするる専専門門職職のの
方方々々ととののつつななががりりがが豊豊富富でですす。。  

解解決決ししたたいい地地域域課課題題がが複複数数あありりまますす。。  
①①不不安安をを解解消消すするるたためめのの情情報報をを得得るる手手段段
((人人をを介介ししてて))がが不不明明ななこことと

②②地地域域間間のの人人ののつつななががりりをを再再生生ししたたいい
③③気気軽軽にに集集ままれれるる場場とと声声掛掛けけ人人((地地域域パパーー
トトナナーー))のの提提供供ををししてていいききたたいい

認認知知症症当当事事者者やや在在宅宅ででのの介介護護家家族族のの抱抱ええるる
「「不不安安・・悩悩みみ」」のの軽軽減減をを目目指指しし活活動動ををははじじ
めめままししたた。。地地域域((生生活活圏圏内内))のの方方々々ととののつつなな
ががりりをを大大切切ににしし、、信信頼頼関関係係をを深深めめてていいくくおお
手手伝伝いいををししてていいききたたいいとと団団体体をを立立ちち上上げげまま
ししたた。。  

活活動動場場所所   ：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー 

公公民民館館他他 

団団体体情情報報  

①①認認知知症症当当事事者者・・介介護護家家族族のの声声をを踏踏ままええたた情情報報・・心心情情・・葛葛藤藤をを伝伝ええるる認認知知症症講講座座
②②実実例例をを基基にに認認知知症症改改善善のの可可能能性性のの情情報報をを届届けけるる地地域域パパーートトナナーー養養成成講講座座
③③ここととばばのの力力をを伝伝ええ・・広広めめるるワワーーククシショョッッププ
④④介介護護にに不不安安・・悩悩みみをを抱抱ええてていいるる市市民民同同士士がが話話しし合合うう場場とと時時間間のの提提供供

健健康康・・福福祉祉  

生生ききががいいづづくくりり  ままちちづづくくりり  

4466

健健
康康
・・
福福
祉祉

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。



47

印印西西
いんざい

ふふれれああいい健健康康
けんこう

ママーージジャャンン会会
かい

健健康康ママーージジャャンンをを楽楽ししむむ様様々々なな場場をを安安価価
なな形形でで提提供供しし、、健健康康づづくくりり・・仲仲間間づづくく
りり・・生生ききががいいとと心心豊豊かかなな生生活活づづくくりりにに役役
立立っってていいるるこことと。。  

健健康康ママーージジャャンン教教室室、、ねねんんりりんんピピッックク・・
国国民民文文化化祭祭予予選選大大会会、、印印西西市市トトッッププレレデデ
ィィ大大会会、、印印西西市市民民大大会会((実実行行委委員員会会参参加加))等等
をを今今後後もも開開催催しし、、ふふれれああいいのの輪輪をを広広げげてて
いいききたたいい。。  

健健康康的的なな頭頭脳脳ススポポーーツツででああるる「「健健康康ママーージジ
ャャンン」」をを通通じじてて地地域域福福祉祉増増進進にに寄寄与与すするるここ
ととをを目目的的にに発発会会ししままししたた。。  
初初心心者者教教室室～～全全国国のの人人とと交交流流すするる「「ねねんんりり
んんピピッックク」」ままでで参参加加形形態態がが多多様様でですす。。  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

    ：：  ふふれれああいいセセンンタターーいいんんばば

：：  主主にに土土・・日日曜曜日日午午後後  

団団体体情情報報  

健健康康ママーージジャャンンをを楽楽ししむむ活活動動。。初初心心者者・・一一般般教教室室、、ねねんんりりんんピピッックク((全全国国健健康康
福福祉祉祭祭))・・国国民民文文化化祭祭予予選選大大会会、、印印西西市市トトッッププレレデディィ大大会会、、印印西西市市民民大大会会((実実行行
委委員員会会参参加加))。。  

健健康康・・福福祉祉  

4477

健健
康康
・・
福福
祉祉

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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AALLIIpprroo((アアリリププロロ))  

本本会会のの活活動動をを通通ししてて健健康康寿寿命命をを延延ばばすすここ
ととがが目目的的でですす。。半半年年ごごととにに実実施施すするる順順大大
ススポポーーツツ健健康康科科学学研研究究科科支支援援のの測測定定会会でで
筋筋肉肉量量・・体体脂脂肪肪等等のの体体成成分分組組織織をを測測定定
しし、、文文科科省省のの新新体体力力テテスストトにによよるる体体力力測測
定定もも実実施施ししてて、、活活動動のの成成果果ををよよりり適適切切にに
確確認認ででききるるこことと。。

高高齢齢者者のの健健康康寿寿命命((他他人人のの世世話話ににななららずず自自立立
ししてて生生活活をを送送れれるる期期間間))をを延延ばばししてていいくくたた
めめ、、順順天天堂堂大大学学ススポポーーツツ健健康康科科学学研研究究科科がが
推推奨奨すするる〝〝ロロココモモ予予防防運運動動ププロロググララムム““をを
公公共共施施設設等等をを利利用用ししてて展展開開ししてていいききまますす。。
高高齢齢者者ががいいつつままででもも心心身身ととももにに自自立立しし、、健健
康康的的にに生生活活ししてていいけけるるよよううにに……。。  

本本会会はは東東京京電電機機大大学学のの木木村村教教授授がが、、印印西西市市のの
高高齢齢者者をを対対象象ととししてて運運動動能能力力とと認認知知機機能能のの研研
究究ののたためめにに、、歩歩数数計計をを利利用用ししたた研研究究活活動動かか
ららススタターートトししままししたた。。同同大大学学のの CCNNTT キキャャンン
パパススのの撤撤退退にに伴伴いい、、以以降降のの活活動動をを22001199年年４４
月月にに本本団団体体のの参参加加者者がが主主体体ととななっってて運運営営しし
てていいくくここととととしし、、電電大大かからら承承継継ししままししたた。。
歩歩数数計計にによよるるウウォォーーキキンンググ等等のの身身体体活活動動をを
通通ししてて健健康康寿寿命命のの延延伸伸をを目目指指すすここととかからら新新
生生AALLIIpprroo ととししてて活活動動ししてていいまますす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttppss::////aalliipprroo..jjiimmddooffrreeee..ccoomm// 
：：    

①①高高花花老老人人福福祉祉セセンンタターー((運運動動教教室室))  毎毎週週土土曜曜日日 1144::0000～～1166::0000
②②印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  毎毎月月第第 11火火曜曜日日 1100::0000～～1111::0000
③③フフレレンンドドリリーーププララザザ  毎毎月月第第 33火火曜曜日日 1100::0000～～1111::0000

団団体体情情報報  

①①毎毎日日ののウウォォーーキキンンググのの歩歩数数目目標標をを決決めめ、、情情報報端端末末((ススママホホ、、タタブブレレッットト、、PPCC 等等))でで記記
録録をを確確認認すするる。。ままたた、、会会員員間間でで記記録録のの共共有有もも行行っってていいるる。。
②②順順天天堂堂大大学学CCOOIIププロロジジェェククトト室室開開発発ののロロココモモ予予防防運運動動ププロロググララムムにによよるる筋筋活活((筋筋肉肉トト
レレーーニニンンググ))をを家家庭庭及及びび高高花花老老人人福福祉祉セセンンタターーでで毎毎週週土土曜曜日日にに実実施施ししてていいるる。。

健健康康・・福福祉祉  

健健
康康
・・
福福
祉祉

4488

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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みみどどりりとと大大地地
だ い ち

のの会会
かい

  

食食をを通通じじてて環環境境、、健健康康問問題題にに取取りり組組んんでで
いいまますす。。  
果果実実やや野野菜菜をを使使いい、、酵酵素素蜜蜜をを開開発発ししまましし
たた。。幅幅広広いい用用途途にに活活用用でできき、、オオリリジジナナルル
のの料料理理やや漬漬物物はは大大好好評評でですす。。  

高高齢齢化化社社会会にに貢貢献献ででききるるよようう、、健健全全なな食食
生生活活かかららとと、、健健康康法法のの実実践践をを推推進進ししてていい
ききまますす。。予予防防医医学学をを推推進進しし医医療療薬薬にに頼頼らら
ずず寝寝たたききりりををつつくくららずず、、元元気気なな健健康康社社会会
をを目目指指ししてて活活動動ををししてていいききたたいいでですす。。  

「「地地球球環環境境」」「「生生態態系系」」ををテテーーママにに人人々々のの
健健康康をを考考ええたた食食生生活活をを提提唱唱しし、、日日常常のの食食生生
活活をを通通ししてて、、生生活活習習慣慣病病ななどどをを予予防防・・改改善善
すするるここととをを普普及及ささせせたたいいとと団団体体をを立立ちち上上げげ
ままししたた。。  
有有機機農農法法のの実実践践、、微微生生物物のの分分解解力力でで生生ごごみみ
をを堆堆肥肥ににししてて栽栽培培ししたた有有機機栽栽培培農農産産物物をを提提
供供しし、、安安心心安安全全なな食食にに少少ししででもも寄寄与与ししたたいい
とと頑頑張張っってていいまますす。。  

活活動動場場所所   ：：  印印西西市市・・白白井井市市のの各各所所 

団団体体情情報報  

食食  育育  推推  進進
医医食食同同源源とといいののちちをを考考ええ、、心心身身のの健健康康にに関関すするる発発信信ををししてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

健健
康康
・・
福福
祉祉

4499

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。



50

 
 
 

直直
じき

  心心
しん

  剣剣
けん

  友友
ゆう

  会会
かい

  

3300 年年以以上上のの歴歴史史をを持持つつ団団体体でですす。。剣剣道道をを
通通じじてて、、地地域域にに密密着着ししたた青青少少年年育育成成とと地地
域域活活性性化化にに寄寄与与ししてていいまますす。。  

子子どどももかからら高高齢齢者者ままでで幅幅広広いい年年代代でで楽楽しし
めめるるののがが剣剣道道のの魅魅力力でですす。。青青少少年年部部だだけけ
ででななくく、、大大人人のの稽稽古古会会もも実実施施ししてていいまま
すす。。みみんんななでで一一緒緒にに稽稽古古でで汗汗をを流流ししまませせ
んんかか！！ブブラランンククののああるる方方ももおお待待ちちししてていい
まますす！！  

ここのの剣剣友友会会はは、、千千葉葉ニニュューータタウウンン地地区区おおよよ
びびそそのの周周辺辺ににおおけけるる青青少少年年のの剣剣道道のの普普及及、、
振振興興並並びびにに同同好好団団体体等等ととのの交交流流をを目目的的にに発発
足足ししままししたた。。  

HH PP  ：：hhttttppss::////jjiikkiisshhiinnkkeennyyuukkaaii..jjiimmddooffrreeee..ccoomm// 

活活動動場場所所  
水水曜曜日日                        ：：1199::0000～～2211::0000  原原山山中中学学校校武武道道場場  
土土曜曜日日((第第 11,,33,,55))    ：：1177::0000～～1199::0000  内内野野小小学学校校体体育育館館  
土土曜曜日日((第第 22,,44))        ：：  99::0000～～1111::0000  内内野野小小学学校校体体育育館館  

団団体体情情報報  

小小学学生生中中心心にに通通常常のの稽稽古古ののほほかか、、夏夏のの合合宿宿・・他他団団体体ととのの合合同同練練習習・・大大会会へへのの
参参加加・・昇昇級級試試験験等等、、様様々々なな活活動動をを行行っってていいまますす。。大大人人のの稽稽古古会会・・合合宿宿・・他他団団
体体ととのの交交流流会会・・懇懇親親会会もも実実施施ししてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  

ままちちづづくくりり  子子育育てて支支援援  

5500

健健
康康
・・
福福
祉祉

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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フフォォレレスストト

★★自自由由にに集集いい我我がが家家ののよよううににくくつつろろげげ
るる場場所所。。

★★創創作作活活動動・・レレククリリエエーーシショョンンのの機機会会
をを提提供供ししてていいまますす。。

★★パパソソココンンのの勉勉強強ををししたたりり、、イインンタターー
ネネッットトをを見見るるここととももででききまますす。。

地地域域交交流流のの場場「「居居場場所所カカフフェェ」」をを準準備備中中
でですす。。例例ええばば、、だだれれででもも気気軽軽にに立立ちちよよっっ
てて、、楽楽ししくくおおししゃゃべべりりししたたりり、、ゆゆっっくくりり
ととくくつつろろぐぐ憩憩いいのの場場。。おお年年寄寄りりもも障障ががいい
をを持持つつ方方もも思思いい思思いいにに楽楽ししみみ、、ととききににはは
小小学学生生もも遊遊びびにに来来るるみみんんななのの居居場場所所。。  
毎毎日日オオーーププンンししてていいるるののでで好好ききななととききにに
〝〝ふふららっっとと””行行くくここととががででききるる。。「「子子どど
ももかからら高高齢齢者者ままでで、、多多くくのの住住民民でで賑賑わわっっ
てていいるる場場所所」」そそんんなな場場所所ををつつくくれれたたらら
とと、、フフォォレレスストトはは考考ええてていいまますす。。ごご協協力力
いいたただだけけるる方方、、ぜぜひひごご連連絡絡くくだだささいい。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttpp::////wwwwww..nnppooffoorreesstt..ccoomm// 

：：  印印西西市市高高花花 22--33--44  
（（ササククララフファァミミリリアア別別棟棟））

団団体体情情報報  

メメイインンのの活活動動
障障ががいい者者がが自自由由にに集集いい、、いいろろいいろろなな活活動動ががででききるる場場ととししてて「「ココミミュュニニテティィササ
ロロンン」」をを開開設設しし創創作作活活動動・・レレククリリエエーーシショョンンのの機機会会をを提提供供ししてていいまますす。。
パパソソココンン教教室室((月月～～木木曜曜日日  1100::0000~~1177::0000))もも開開設設。。

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  健健康康・・福福祉祉  

様様々々なな悩悩みみをを抱抱ええたた障障ががいい者者がが自自由由にに
集集いい、、様様々々なな活活動動ががででききるる温温かかいいササロロ
ンンをを立立ちち上上げげままししたた。。

5511

健健
康康
・・
福福
祉祉

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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多多々々
た た

羅羅田田
ら た

公公園園
こうえん

ググララウウンンドドゴゴルルフフククララブブ  

設設立立 33 年年でで印印西西市市内内最最大大ののググララウウンンドドゴゴ
ルルフフククララブブととななりりままししたた。。((現現在在 4411 名名))
上上手手、、下下手手にに関関係係ななくくポポイインントト制制にによよっっ
てて賞賞品品をを獲獲得得ででききるるたためめ、、楽楽ししみみななががらら
活活動動ででききまますす。。

多多くくのの人人がが楽楽ししくく健健康康増増進進活活動動にに参参加加でで
ききるるよよううにに今今後後もも工工夫夫ししてていいくくとととともも
にに、、よよりり一一層層のの友友愛愛活活動動をを目目指指ししてていいきき
まますす。。  

ひひままわわりり会会ののククララブブがが前前身身団団体体ででししたたがが、、
広広くく一一般般にに開開放放すするるここととにによよりり、、周周辺辺地地区区
のの高高齢齢者者福福祉祉にに貢貢献献ししてていいまますす。。((内内野野、、原原
山山、、高高花花、、戸戸神神台台))  

活活動動場場所所  ：：  多多々々
た た

羅羅田田
ら た

公公園園（（印印西西市市内内野野 11--1100））  

活活 動動 日日  ：：  毎毎週週月月・・水水・・金金曜曜日日    88::5500~~1100::3300  

団団体体情情報報  

多多々々羅羅田田公公園園ででののゴゴルルフフココンンペペ  

ググララウウンンドドゴゴルルフフののココンンペペをを週週33回回楽楽ししみみななががらら健健康康をを維維持持しし、、デデーータタ管管理理にに
よよるる年年22回回のの大大会会ととポポイインントト表表彰彰をを実実施施ししてていいまますす。。公公園園のの清清掃掃もも行行っってていいまま
すす。。  

健健康康・・福福祉祉  

奉奉仕仕活活動動  生生ききががいいづづくくりり  

健健
康康
・・
福福
祉祉

5522

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ソソーーシシャャルルササポポーートトここむむねねっっとと

子子どどももかからら高高齢齢者者ままでで幅幅広広いい年年代代へへ向向けけ
たた講講座座、、ワワーーククシショョッッププ、、上上映映会会等等のの企企
画画運運営営ををししてていいまますす。。オオンンラライインンででのの安安
心心・・安安全全なな居居場場所所づづくくりりのの一一つつととししてて、、
現現在在、、「「表表現現・・演演劇劇ワワーーククシショョッッププ」」をを
展展開開ししてていいまますす。。  

印印西西市市内内のの障障ががいい者者施施設設のの商商品品をを、、就就労労
困困難難者者がが高高齢齢者者やや買買いい物物難難民民地地域域にに売売るる
((ネネッットト販販売売含含むむ))「「三三方方よよしし」」企企画画のの展展開開
ををすするるたためめのの情情報報収収集集中中。。
既既存存のの社社会会資資源源をを活活かかしし、、障障ががいい、、高高齢齢
者者ななどどのの縦縦割割りり・・分分野野別別ででははななくく、、地地域域
でで高高齢齢者者やや障障ががいい者者等等のの包包括括的的支支援援ががでで
ききるる基基盤盤づづくくりりをを考考ええてていいまますす。。

国国籍籍、、年年齢齢、、性性別別、、障障ががいいのの有有無無にに関関係係なな
くく、、地地域域でで「「自自分分ららししくく」」暮暮ららせせるるままちちづづ
くくりりをを目目的的ととししてて、、立立ちち上上げげままししたた。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////wwwwww..ssss--ccoommnneett..ccoomm// 

：：  印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

：：  不不定定期期  

団団体体情情報報  

糸糸掛掛けけワワーーククシショョッッププ  

市市ととのの協協働働事事業業ででああるる「「訪訪問問傾傾聴聴ワワーーカカーー((見見守守りり隊隊))」」養養成成講講座座をを実実施施ししてていい
まますす。。ままたた高高齢齢者者・・障障ががいい・・ジジェェンンダダーーににつついいててのの講講座座、、上上映映会会やや、、子子どどもも対対
象象のの絵絵本本づづくくりり・・金金銭銭教教育育ななどどののワワーーククシショョッッププをを企企画画運運営営ししてていいまますす。。  

オオンンラライインンワワーーククシショョッッププ

健健康康・・福福祉祉  

ままちちづづくくりり  生生ききががいいづづくくりり  平平和和・・人人権権  子子育育てて支支援援  

特特定定非非営営利利活活動動法法人人  

健健
康康
・・
福福
祉祉

5533

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

メメイインンのの活活動動

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ドドララムムササーーククルル「「ドドララムムピピーースス」」  

「「ドドララムムササーーククルル」」はは年年齢齢やや音音楽楽経経験験にに
関関係係ななくく、、誰誰ででもも参参加加でできき、、みみんんなながが元元
気気ににななるるととててもも楽楽ししいい活活動動でですす。。  

日日本本でではは「「ドドララムムササーーククルル」」とといいうう活活動動
ががああままりり知知らられれてていいなないいののでで、、たたくくささんん
活活動動ををししてて多多くくのの人人にに体体験験ししてていいたただだきき
たたいいでですす。。学学校校やや施施設設ででのの開開催催実実績績もも多多
数数ああるるののでで、、ぜぜひひおお声声ががけけくくだだささいい！！  

「「ドドララムムササーーククルル」」はは、、スストトレレススのの緩緩和和、、
自自己己受受容容・・他他者者受受容容、、協協調調性性をを育育むむななどどのの
効効果果がが期期待待さされれてていいまますす。。認認知知・・身身体体機機能能
向向上上のの効効果果ががああっったたととのの研研究究発発表表((東東北北大大
学学・・理理研研))ももあありりままししたた。。現現代代社社会会ににベベスストト
ママッッチチなな活活動動ななののででももっっとと広広ままっってて欲欲ししいい
とといいうう思思いいでで団団体体をを立立ちち上上げげままししたた。。

HH PP  

活活動動場場所所  

：：  hhttttppss::////aammeebblloo..jjpp//ddrruummppeeaaccee11//

   ：：  そそううふふけけ公公民民館館（（ふふれれああいい文文化化館館））  

活活 動動 日日  

多多目目的的室室  

：：  土土日日どどちちららかか主主にに午午後後。。 
★★そそのの他他活活動動多多数数。。詳詳ししくくははブブロロググ、、FFaacceebbooookk 参参照照★★

団団体体情情報報  

イイベベンントト参参加加

アアフフリリカカのの太太鼓鼓ななどどをを丸丸くく並並べべ、、そそのの場場にに集集ままっったた人人たたちちでで即即興興ののリリズズムムアアンン
ササンンブブルルをを楽楽ししむむドドララムムササーーククルルをを実実施施ししてていいまますす。。
ドドララムムササーーククルルでではは間間違違いい、、正正解解ががななくく、、誰誰ももがが自自由由にに演演奏奏ししてて楽楽ししめめまますす。。

健健康康・・福福祉祉  

5544

健健
康康
・・
福福
祉祉

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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YYUUCCCCAA
ユ ッ カ

  ttoo
ト

  BBAALLAABBOO
バ ラ ボ

  

産産後後 11 ヶヶ月月〜〜のの健健康康ななママママとと赤赤ちちゃゃんん((抱抱
っっここししてて寝寝かかししつつけけににもも！！))やや運運動動がが苦苦手手
なな方方、、22 歳歳〜〜9900 歳歳代代のの方方もも楽楽ししくくごご参参加加
いいたただだいいてていいまますす。。  

「「赤赤ちちゃゃんん産産んんだだらら産産後後ケケアア」」ががああたたりり
ままええのの世世のの中中ににななれれるるよようう、、行行政政ににもも働働
ききかかけけ産産後後ケケアアをを広広めめたたいいとと思思っってていいまま
すす。。地地域域のの幅幅広広いい年年代代のの方方々々やや団団体体向向けけ
ににはは健健康康体体操操やや講講座座をを通通ししてて、、地地域域活活性性
もも目目指指ししまますす。。健健康康とと笑笑顔顔をを届届けけたたいいでで
すす。。「「健健康康とと笑笑顔顔」」はは社社会会をを明明るるくく、、ああ
たたたたかかくく、、豊豊かかにに！！！！  

私私自自身身、、産産後後のの体体力力・・筋筋力力・・気気力力低低下下をを感感じじ
てていいたたとときき、、子子連連れれでで参参加加ででききるるババラランンスス
ボボーールルエエククササササイイズズにに出出会会いいままししたた。。続続けけ
てていいくくううちちにに真真のの体体力力をを手手にに入入れれ、、本本来来のの
私私にに出出会会ううここととがが出出来来ままししたた！！地地域域にに体体力力
メメンンテテナナンンスス、、産産後後ケケアアをを広広めめたたいいとと思思いい
団団体体をを立立ちち上上げげままししたた！！

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttpp::////yyuuccccaa..hheerr..jjpp//  

：：  オオンンラライインン・・市市内内各各所所  

：：  毎毎週週水水曜曜日日 1144::0000～～1155::0000  

団団体体情情報報  

老老若若男男女女をを対対象象ととししたたババラランンススボボーールル健健康康体体操操でで姿姿勢勢・・呼呼吸吸をを整整ええ、、ややりりたた
いいここととががででききるる体体力力、、筋筋力力、、気気力力アアッッププをを目目指指ししまますす。。ままたた、、産産後後ののママママをを
対対象象にに産産後後ケケアア、、育育児児支支援援のの講講座座ややレレッッススンンもも行行っってておおりりまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  

生生ききががいいづづくくりり  子子育育てて支支援援  

5555

健健
康康
・・
福福
祉祉

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  
今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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寺寺子子屋屋
て ら こ や

＆＆子子
こ

どどもも食食 堂堂
しょくどう

  ﾞ゙ささくくらら““  

みみんんなな前前向向ききでで、、会会のの中中でで充充分分にに話話しし合合いい
ななががらら活活動動すするる会会員員でで構構成成さされれてていいまますす。。
「「子子どどもも達達をを支支ええてていいここうう」」とといいうう目目的的のの
ももとと、、チチーームムワワーークク抜抜群群のの会会ででああるるここととがが
自自慢慢。。会会ががででききてて日日がが浅浅いいののでで、、ここれれかからら
のの活活動動にに期期待待ししててくくだだささいい。。  

ままだだ活活動動をを始始めめたたばばかかりりでですすがが、、市市内内のの
他他地地区区ににももニニーーズズにに応応ええるる形形でで寺寺子子屋屋やや
子子どどもも食食堂堂をを開開設設しし、、市市内内ででネネッットトワワーー
ククをを作作っってていいくくここととをを目目指指ししてていいまますす。。

子子どどももたたちちがが置置かかれれてていいるる現現在在のの世世のの中中
はは、、ととててもも複複雑雑でですす。。子子どどももたたちちもも忙忙しし
くく、、問問題題をを抱抱ええてていいるるこことと自自体体もも見見ええ隠隠れれ
ししてていいまますす。。近近所所ののおおじじささんんややおおばばささんんがが
少少ししででもも関関わわりり、、子子どどももたたちちのの居居場場所所をを作作
りり・・働働くくおお母母ささんんのの手手助助けけととななるるここととでで、、
子子どどももたたちちのの笑笑顔顔をを生生みみ出出すすここととをを目目的的とと
ししてていいまますす。。  

活活動動場場所所  ：：  定定例例会会//印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー  

  （（月月11回回））  

  寺寺子子屋屋＆＆食食堂堂//印印旛旛公公民民館館等等  

  （（長長期期休休業業期期間間））  

団団体体情情報報  

 
給給食食ののなないい夏夏休休みみななどどにに学学習習支支援援とと食食のの提提供供をを目目的的ととししたた子子どどもものの居居場場所所作作
りりにに取取りり組組んんででいいまますす。。  

印印旛旛公公民民館館ででのの様様子子  

健健康康・・福福祉祉  

ままちちづづくくりり  奉奉仕仕活活動動  子子育育てて支支援援  

健健
康康
・・
福福
祉祉

5566

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ぴぴおおねねろろのの森森
もり

  

生生ききてていいるるだだけけでで祝祝福福さされれるる居居場場所所！！  
学学びび方方をを自自分分ででデデザザイインンででききるる場場所所！！  

自自分分達達のの手手でで、、世世界界ににひひととつつだだけけのの
居居場場所所ををつつくくるる！！  

自自己己否否定定感感やや劣劣等等感感をを抱抱ええ、、苦苦ししみみなながが
らら生生ききてていいるる不不登登校校のの子子どどももがが多多いい現現状状
にに、、「「自自分分はは自自分分ででいいいいんんだだ」」とと実実感感でで
ききるる居居場場所所をを作作りりたたいいとと思思いい、、立立ちち上上げげ
たた団団体体でですす。。  

HH PP  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：  hhttttppss::////wwwwww..ppiioonneerroonnoommoorrii..ccoomm//  

：：  印印西西市市牧牧のの原原（（印印西西牧牧のの原原駅駅徒徒歩歩 1100 分分））  

：：  毎毎週週月月・・火火・・木木・・金金曜曜日日  

1100::3300～～1155::0000  

団団体体情情報報  

体体験験活活動動風風景景  

学学校校以以外外でで学学ぶぶ小小中中学学生生がが安安心心ししてて過過ごごせせるるここととをを第第一一にに考考ええ、、「「遊遊びび、、学学
びび、、休休めめるる環環境境」」をを提提供供ししてていいまますす。。主主にに一一緒緒にに食食卓卓をを囲囲むむこことと、、体体験験活活動動
にに力力をを入入れれてていいまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  

健健
康康
・・
福福
祉祉

5577

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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ベベジジガガーールルズズ（（SSmmiillee
スマイル

  😊😊😊😊  BBaallaabboo
バ ラ ボ

））  

ママママ向向けけ時時間間    
シシニニアア向向けけ時時間間    
キキッッズズ向向けけ時時間間    
ななどど、、老老若若男男女女問問わわずず誰誰ででもも楽楽ししみみなながが
ららででききるる体体操操でですす。。  

ババラランンススボボーールルをを使使用用ししたた、、たたくくささんんのの
体体操操のの機機会会ををつつくくりりたたいいでですす。。皆皆ささんんのの
健健康康ややたたくくささんんのの笑笑顔顔ににおお会会いいしし、、たたくく
ささんんのの方方々々へへ健健康康づづくくりりのの楽楽ししささををおお伝伝
ええででききるるよようう、、日日々々頑頑張張りりまますす。。ままたた、、
野野菜菜のの収収穫穫体体験験ななどどににもも取取りり組組んんででいいきき
まますす。。保保育育園園ささんん、、幼幼稚稚園園ささんん、、イイベベンン
トトににもも呼呼んんででくくだだささいいねね♪♪  

印印西西市市のの特特産産品品のの格格好好ををししててババラランンススボボーー
ルルのの教教室室をを出出張張でで開開催催ししてていいまますす。。様様々々なな
年年代代のの方方へへ体体力力作作りりのの機機会会をを提提供供しし、、  
皆皆ささんんがが健健康康でで活活きき活活ききととししたた  
日日々々をを笑笑顔顔でで送送れれるるよようう  
ににししてて、、地地域域のの活活性性化化にに  
つつななげげたたいいでですす。。  

活活動動場場所所  
＊＊午午前前中中  1100::0000 頃頃〜〜（（場場所所にによよっってて曜曜日日はは異異ななりりまますす））

印印西西市市市市民民活活動動支支援援セセンンタターー    
そそううふふけけ公公民民館館((ふふれれああいい文文化化館館))  
木木刈刈フフレレンンドドリリーーププララザザ    

＊＊金金曜曜日日  1155::0000 頃頃～～  
牧牧のの原原地地域域交交流流セセンンタターー  

団団体体情情報報  

ババラランンススボボーールルをを使使用用ししたた有有酸酸素素運運動動をを行行いい  体体力力・・気気力力・・筋筋力力 UUPP。。そそれれぞぞ
れれのの人人生生ををよよりり良良くくししてていいくくここととをを目目的的ととしし、、みみんんななでで楽楽ししみみななががららででききるる
体体操操ををおお伝伝ええししてていいききまますす。。  

保保育育園園、、  
幼幼稚稚園園ににもも  
遊遊びびにに行行くくよよ♬♬  

健健康康・・福福祉祉  

「「ベベジジガガーールルズズ」」  

生生ききががいいづづくくりり  子子育育てて支支援援  

5588

 

健健
康康
・・
福福
祉祉

ママママ向向けけレレッッススンン♪♪  

メメイインンのの活活動動

団団体体のの自自慢慢  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  今今後後目目指指ししてていいるるととこころろ  

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。
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メメイインンのの活活動動

戸戸
と

神神
かみ

パパーーククゴゴルルフフ会会
かい

  

パパーーククゴゴルルフフをを通通じじてて、、体体力力・・健健康康のの増増進進とと生生ききががいいづづくくりりにに務務めめてていいまますす。。  

ああななたたははひひととりりででははあありりまませせんん

現現会会員員はは 2222 名名でで、、最最高高齢齢はは 8866 歳歳でで
すす。。元元気気ににパパーーククゴゴルルフフをを楽楽ししんんでで
いいまますす。。  

会会員員をを増増員員しし、、多多くく人人々々のの交交流流をを
目目指指ししまますす。。  

ススポポーーツツをを通通じじたた仲仲間間ととのの交交流流とと、、
健健康康のの維維持持をを目目的的ととししてていいまますす。。

HH  PP  ：：  hhttttppss::////iinnzzaaii--wwaannookkaaii..jjiimmddooffrreeee..ccoomm//  

活活動動場場所所  ：：  総総合合福福祉祉セセンンタターー((印印西西市市竹竹袋袋661144--99))  

活活 動動 日日  ：：  毎毎月月第第 22土土曜曜日日  1100::0000～～1122::0000  

団団体体情情報報  

活活動動場場所所  

活活 動動 日日  

：：：  泉泉パパーーククゴゴルルフフ場場  

：：  毎毎週週金金曜曜日日午午前前中中  

団団体体情情報報  

印印西西市市
いんざいし

精精神神
せいしん

障障害害者者
しょうがいしゃ

家家族族
か ぞ く

のの会会
かい

  わわのの会会
かい

  

精精神神障障害害ににつついいててのの理理解解をを深深めめててももららううたためめのの活活動動  
 

「「わわのの会会」」はは、、統統合合失失調調症症とと診診断断さされれ
たたりり、、自自閉閉症症・・社社会会不不安安・・発発達達障障害害なな
どど何何ららかかのの生生ききににくくささをを抱抱ええてていいたた
りり、、ああるるいいはは  原原因因ははわわかかららなないいけけれれどど
引引ききここももっってていいたたりりななどどのの、、息息子子やや
娘娘、、夫夫やや妻妻、、親親ななどどをを抱抱ええてていいるる、、  家家
族族((友友人人・・知知人人もも OOKK))のの方方のの家家族族会会でで
すす。。  
印印西西市市障障害害者者団団体体連連絡絡協協議議会会・・千千葉葉県県精精
神神障障害害者者家家族族会会連連合合会会ににもも加加盟盟ししてていい
まますす。。  

＊＊家家族族のの様様子子ががいいつつももとと違違ううけけどど、、どどううしし
てていいいいかか分分かかららなないい。。  

＊＊誰誰ににもも相相談談ででききなないい。。  
＊＊病病気気ににななっっててししままっったたののはは自自分分ののせせいい？？  
  話話すすここととにによよっってて、、  

心心かからら楽楽ににななるるここととははあありりまますす。。  

健健康康・・福福祉祉  

ひひととりりでで悩悩みみをを抱抱ええなないいでで、、  
どどううぞぞ顔顔をを出出ししててみみててくくだだささいい。。  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

団団体体のの特特長長やや立立ちち上上げげたた目目的的ななどど  

団団体体のの自自慢慢  今今後後めめざざししてていいるるととこころろ  

生生ききががいいづづくくりり  

5599

健健
康康
・・
福福
祉祉

健健康康・・福福祉祉  

メメイインンのの活活動動

健
康
・
福
祉

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。

 連絡先などの詳細については支援センターへ

お問い合わせください。




