
  
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。 

                        

 
NPO 法人ゆいの里「街中サロンなじみ庵」2010 年 11 月 25 日号 
〒329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚 1 丁目 195 三和ﾊｲﾂ１階 
電話：0287-39-6515 FAX：0287-39-6516 
e-mail:najimian@yuinosato.gr.jp 

  
 

                        

 

   平成２２年１２月、平成２３年１月お知らせ号 

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) 12 月 29 日～1 月３日(お休み) 

                        
“ 

 
                      
“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 ～ 
 
 

 
  
那須塩原市の街中サロン補助事業を受けて、地域の力、高齢者の力を活か 

した“なじみ庵”の活動が５周年を迎えました。“なじみ庵”には、県内 

はもとより全国からのお客様をお迎えしています。 

11月 16日に「５周年記念のつどい」が会員やボランティア 

の大学生の活躍で和やかに開催されました。 

市議会議長、お世話になっている皆様をお迎えし、開会式。 

ごあいさつの後、なじみ庵内に会場を移し、なじみ庵を手 

づくりしている会員による活動報告。ボランティアや仲間 

づくりの教室、各自主グループの報告が活発になされました。 

報告会終了 12時半、ゆいの里感謝祭に移り、会員手作りの 

暖かいけんちんうどんとお汁粉を皆で美味しく頂きました。その後、会員や地域の方、ゆいの里に

ご縁のある方々との交流が行われました。     

記念の集い

と感謝祭の 

様子 

 

 

 

「句の会より」                

                    老春を癒してくれる“なじみ庵” 
                今日も又 待つ友がいる なじみ庵 

おしゃべりもメニューのひとつ なじみ庵   この土地が第二の故郷 なじみ庵 

緊急連絡 12 月 2 日【断水】のため臨時休業！急遽６日午後も断水でご迷惑をお掛けします。 

お知らせ 1122 月月 1144 日日、、2211 日日（（火火））たくあん漬け伝習会&ｷﾑﾁ漬け伝習会  1133::3300～～要要申申しし込込みみ      
★★1122 月月 2233 日日（（木木））1100::3300～～““ななじじみみ庵庵””ククリリススママススココンンササーートトゲゲスストトにに「「カカデデンンツツ」」ををおお迎迎ええししまますす。。  

ななじじみみ庵庵ハハーーモモニニカカググルルーーププもも演演奏奏ししまますす。。たたののししいいひひととととききをを  !!!!      
★★11 月月 55 日日((水水))1100::3300～～「「おお正正月月昔昔遊遊びび伝伝習習会会」」ををししまますす。。““ここまま回回しし””““かかるるたた取取りり””““双双六六””““福福笑笑いい””  

等等ななどど、、子子供供ささんんかからら高高齢齢者者ささんんままでで誰誰ででもも参参加加ででききまますす。。おお正正月月ららししいい遊遊びびでで冬冬休休みみののおお楽楽ししみみをを!!!!  



なじみ庵カレンダー　　２０１０年１２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
11月28日 11月29日 11月30日 1 2マンション工事3 4

踊りを楽しむ会 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

定休日 大正琴を楽しむ会 大正琴を楽しむ会    布のぞうり編み
オカリナを楽しむ会 毛糸編をしよう！ この指とまれ（要申込）   

5 6  午後休業 7 8 9 10 11掃除の日
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 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00 10:30～12:00
定休日 午後２時より 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

断水のため休業 食後の時間 13:30～15:00 毛糸編みをしよう！ 10:30～12:00

12 13 14そばの日 15開拓鍋の日16 17 18
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 たくあん漬け伝習会 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 13:30～15:00 オカリナを楽しむ会 13:30～15:00 10:30～12:00

19 20 21 22掃除の日 23天皇誕生日24 25
般若心経を学ぶ会 物忘れ知らず教室 踊りを楽しむ会 “なじみ庵” 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 クリスマスコンサート 10:30～12:00 10:30～12:00
定休日 折り紙を楽しむ会     白菜キムチ伝習会 大正琴を楽しむ会 ゲスト：カデンツ 大正琴を楽しむ会

句を楽しむ会    13:30～　要申し込み 13:30～15:00 10:30～12:00 13:30～15:00

26 27 28 29 30 31大晦日 12月29日～1月3日

定休日

なじみ庵カレンダー　　２０１１年　１月

日 月 火 水 木 金 土
2011年元旦

2 3 4　お雑煮 5開拓鍋の日 6 7　七草粥 8
転ばぬ先の知恵教室 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
定休日 折り紙を楽しむ会 10:30～12:00 大正琴を楽しむ会 切り絵伝習会

食後の時間 大正琴を楽しむ会 13:30～15:00 10:30～12:00

9 10成人の日 11掃除の日 12 13 14 15
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 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 キーボードを楽しむ会

13:30～15:00 食後の時間 オカリナを楽しむ会 13:30～15:00 10:30～12:00

16 17 18そばの日 19 20 21 22　掃除の日
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 10:30～12:00 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 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

23 24 25開拓鍋の日26 27 28 29
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 句を楽しむ会

13:30～15:00 食後の時間 オカリナを楽しむ会 13:30～15:00 13:30～15:00

【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
大正琴を楽しむ会  ＊＊13:30～15:00  　

般若心経を学ぶ会 句を楽しむ会＊＊＊13:30～15:00　　　
定休日 10:30～12:00 オカリナを楽しむ会＊＊13:30～15:00

折り紙を楽しむ会 ☆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。　
13:30～15:00 申し込みの際ご確認下さい。

踊りを楽しむ会＊＊＊＊10:30～12:00

年始休業

断水のため

臨時休業

      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
なじみ庵の活動、運営は地域の皆様のボランテイアに支えられています。

那須おろしに負けないで！

　　　謹賀新年
年始休業

１２月１２日（日）国際医療福祉大学

 とちぎ協働フォーラム in 那須野が原  

30 31

年末年始休業

12月26日

お正月昔遊び

年の初めのためしとて・・・　

“なじみ庵”大掃除の日 なじみ庵休業

布のぞうり編みこの指とまれ10:30～12:30


