
  
街中サロンなじみ庵は、那須塩原市の補助を受け、NPO 法人ゆいの里が運営する地域のお店です。

どなたでも気軽にお出かけいただける“街の中の縁側”です。 
                        

  
 

                        

 

 
 

 

 
 

 

営業日 月～土曜日 営業時間 午前９時～午後５時 定休日 日曜日(祝日営業) １１月１５日なじみ庵 5 周年 
                         

“なじみ庵”って な～に？ ★高齢者の力によるまちづくり！！ 
★生きがいつくり・介護予防はボランティアから！★手づくり地域福祉の居場所！！が合言葉。  
住み慣れた町で､誰もが安心してその人らしく暮らしていける｡高齢になっても認知症や障害を持っても、

お互い様で支えあえる、そんなまちをめざして、なじみ庵は誰もが集える憩いの場、世代間交流の場です。 

＊ なじみ庵の会員は那須塩原市に住む６５歳以上の方でなじみ庵の運営規約に賛同される方 

＊ 会費 200 円/月＋ボラ保険 280 円/年）  ～ 行きたい場所がある 会いたい人がいる ～ 

   

なじみ庵最高齢の会員 榎本さんが、 
百歳のお祝いを国、県、那須塩原市 
からいただきました。 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

  100 歳、おめでとうございます。 

明治 44年 2月生まれのお元気な榎本さんは、 

ご自宅からなじみ庵まで、シルバーカーを押し 

て歩いて来られます。なじみ庵のおふくろの味 

ランチを My 箸を使い、いつもよく噛んできれ 

いに最後まで食べています。食前食後には食堂 

の壁に貼られている、なじみ庵の「句を楽しむ 

会」の作品をじっと読んで、作者の心や情景を 

読み取っていたり、健康麻雀に参加したりしま 

す。なじみ庵スタート前から、ゆいの里の応援 

団のひとりで、会員さんたちから大先輩として 

尊敬される、なじみ庵自慢の会員さんです。      
 
 

 小学生、子供たちの秋休み企画 
   １０月１２日午後１時３０分から 

“なじみ庵”で昔の遊びを楽しもう！ 
 

  
 

   街中サロン ５周年！ 
平成 17 年 11 月 15 日に開庵しました 

街中サロン“なじみ庵”は、お陰さまで 

5 周年を迎えることができました。 

11 月 16 日(火)に、満５歳のお祝いの会 

を催します。 

秋恒例・ゆいの里感謝祭を合わせて 

行います。お世話になった皆様、 

地域の皆様をお迎えして、 

美味しいけんちんうどんとお汁粉 

を仲良く食べてあったまりましょう。 

一品寄付バザーも行います。 

お誘い合わせの上、お出かけ下さい。 

お待ちしています。 

 
 
 
      

９月１４日「おは
ぎつくり伝習会。

おはぎ作り名人の
おふくろさんが、

若い人達や男性の
参加者に、やさし

い“おはぎ”の作
り方を丁寧に伝えてくれました。老いも若きも

総勢１６名、美味しいおはぎが出来ました。

 
ＮＰＯ法人ゆいの里「街中サロンなじみ庵」20１０年９月２０日発行 
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e-mail：najimian@yuinosato.gr.jp なじみ庵主任ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ堀内陽子 
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なじみ庵カレンダー　　２０１０年　１０月
　★お問い合わせ、お申し込みは“街中サロンなじみ庵”へお気軽にどうぞ　電話 39-6515

日 月 火 水 木 金 土
9月26日 9月27日 9月28日 9月29日 9月30日 1 2

転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会
10:30～12:00 10:30～12:00

定休日 大正琴を楽しむ会 切り絵伝習会
13:30～15:00 10:30～12:00

3 4 5 開拓鍋の日 6 7 8 9
般若心経を学ぶ会 転ばぬ先の知恵教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室  布のぞうり編み

10:30～12:00 10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 10:30～12:00 10:30～12:00 この指とまれ（要申込）
定休日 折り紙を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 オカリナを楽しむ会 年金相談 大正琴を楽しむ会

13:30～15:00 食後の時間 （備考参照） 13:30～14:30 13:30～15:00

10 11 掃除の日 12秋休み企画 13 14 15開拓鍋の日 16
歌声喫茶 転ばぬ先の知恵教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会

10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00
定休日 百人一首を楽しむ会 昔の遊びを楽しもう 大正琴を楽しむ会 大正琴を楽しむ会

13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00 13:30～15:00

17 18 19 そばの日 20 21 22掃除の日 23
般若心経を学ぶ会 物忘れ知らず教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会

10:30～12:00 10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00
折り紙を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 オカリナを楽しむ会 大正琴を楽しむ会 切り絵伝習会

13:30～15:00 食後の時間 （備考参照） 13:30～15:00 10:30～12:00

24 25開拓鍋の日 26 27 28 29 30
歌声喫茶 転ばぬ先の知恵教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会

10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 10:30～12:00
定休日 百人一首を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 大正琴を楽しむ会 句を楽しむ会

13:30～15:00 食後の時間 13:30～15:00 （備考参照）

なじみ庵カレンダー　　２０１０年　１１月

日 月 火 水 木 金 土
10月31日 1 2 3  文化の日 4 5 開拓鍋の日 6

般若心経を学ぶ会 転ばぬ先の知恵教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会
10:30～12:00 10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00

定休日 折り紙を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 オカリナを楽しむ会 大正琴を楽しむ会 切り絵伝習会
13:30～15:00 食後の時間 （備考参照） 13:30～15:00 10:30～12:00

7 8 9 そばの日 10 11掃除の日 12 13
歌声喫茶 物忘れ知らず教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 布のぞうり編み

10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 この指とまれ（要申込）
定休日 百人一首を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 大正琴を楽しむ会 大正琴を楽しむ会

13:30～15:00 食後の時間 13:30～15:00 13:30～15:00

14 15開拓鍋の日 16 17 18 19 20
般若心経を学ぶ会 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会

10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:01
定休日 折り紙を楽しむ会 オカリナを楽しむ会 年金相談 大正琴を楽しむ会

13:30～15:00 なじみ庵にて （備考参照） 13:30～14:30 13:30～15:00

21 22掃除の日 23勤労感謝の日 24 25開拓鍋の日 26 27
歌声喫茶 転ばぬ先の知恵教室 踊りを楽しむ会 ハーモニカ木曜会 転ばぬ先の知恵教室 キーボードを楽しむ会

10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00
定休日 百人一首を楽しむ会 折り紙を楽しむ会 大正琴を楽しむ会 大正琴を楽しむ会 切り絵伝習会

13:30～15:00 食後の時間 13:30～15:00 13:30～15:00 10:30～12:00

28 29 30 12月1日 12月2日

般若心経を学ぶ会 転ばぬ先の知恵教室
折り紙を楽しむ会 10:30～12:00

定休日 句を楽しむ会 折り紙を楽しむ会
（備考参照） 食後の時間

31

踊りを楽しむ会＊＊＊10:30～12:00

大正琴を楽しむ会  ＊＊＊＊＊＊13:30～15:00

句を楽しむ会＊＊*＊*＊＊13:30～15:00

５周年記念行事＆
ゆいの里感謝祭

【備考】　※開催時間の記入がない行事はこの備考欄をご参照下さい

      育てよう、地域の底力　助けられたり、助けたりのお互い様 “ゆい” をかたちに

☆なじみ庵行事（教室・伝習会）は原則無料ですが、材料代がかかる場合もあります。申し込みの際ご確認下さい。　

なじみ庵の活動、運営は地域の皆さまのボランティアに支えられています。

キーボードを楽しむ会＊＊10:30～12:00布のぞうり編みこの指とまれ10:30～12:30

オカリナを楽しむ会 ＊＊＊13:30～15:00

秋の夜長に読書など

紅葉は山から里に

体育の日

西中ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ

那珂川町介護者の会

ゆいの里研修

JAしおのや

福祉ま

つり参加

西中ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ 西中ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ 西中ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ西中ﾏｲﾁｬﾚﾝｼﾞ


	◆なじみ庵カレンダー
	8・9月分 




