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お お い ず み

問合せ・申込みは地域包括支援センター
（℡63-2294）までよぼう仙人のほっと一息

オレンジカフェ「ひだまり」

参加費
100円
参加費
100円

▶ 内　容　転びやすさ、筋力、頭の元気度などの測定
　　　　　薬剤師によるおくすり相談コーナー
▶ 対　象　町内在住でおおむね65歳以上の方
▶ 費　用　無料
▶ 持ち物　飲み物、動きやすい服装、お薬手帳（お持ちの方）
▶ 申　込　地域包括支援センターへ直接または電話で申し込む
　　　　　※当日受付可
▶ 特　典　①その場で結果が分かります　②参加賞あり

　認知症の方やご家族、地域の方がお茶を飲みながら日
ごろの思いや悩みを伝えあい、気持ちのリフレッシュと
地域とのつながりを感じてもらうための場所です。

今後の予定・・・
  ８月２１日（水）、９月２６日（木）
１０月２３日（水）

シニアの楽しみ「ほっとカフェ」

体力測定会  参加者募集

　お茶を飲みながら趣味の時間を楽しみたい方や、誰か
の役に立つ活動をしてみたい方、友達作りにも最適で
す。お気軽にお立ち寄りください。

今後の予定・・・
９月１２日（木）、１０月１１日（金）

参加費
100円
参加費
100円

共通
事項

▶ 場所　保健福祉総合センター研修室１
▶ 時間　午後1時30分～3時　▶ 申込　不要

～あなたの将来寝たきり度　だいじょうぶ？～
　身体能力は年齢とともに気付かないうちに衰えているかも⁉定期
的に測定して、いつまでも元気な体作りを行っていきましょう。

④9月27日
（金）

いずれの日程も午前の部：10:00～11:30、午後の部：1:30～3:00が受付時間
受付時間内の都合の良い時間にお越しください。

日時

場所

①８月20日
（火）

②9月5日
（木）

③9月19日
（木）

いずみの杜
多目的ホール

保健福祉総合センター
研修室１

高齢者ふれあいセンター
寄木戸

高齢者ふれあいセンター
北小泉

参加団体
募集

参加団体
募集

　おおいずみ市民活動フェスティバルは、ボランティア団体や市民活動団体が日頃行っている活動を住民や他団体に
知ってもらい、情報交換や交流を通して活動の輪を広げるイベントです。
　大泉町内のボランティア・市民活動を盛り上げるため、市民活動フェスティバルに参加してみませんか？

大泉町内のボランティア・市民活動を盛り上げよう！大泉町内のボランティア・市民活動を盛り上げよう！大泉町内のボランティア・市民活動を盛り上げよう！
第２回 おおいずみ市民活動フェスティバル第２回 おおいずみ市民活動フェスティバル第２回 おおいずみ市民活動フェスティバル

雨天決行
午前１０時～午後２時（予定）3月1日 日

※詳しくは町社協へ　℡63－2294※詳しくは町社協へ　℡63－2294※詳しくは町社協へ　℡63－2294

▶ 費用　無料　※参加に係る諸費用は、各団体での負担となります
▶ 場所　文化むら　展示ホール棟
▶ 申込　令和元年９月２０日（金）までに申込用紙に必要事項を記入の上、町社協へ直接申し込む
　　　　（詳細パンフレット・申込用紙は町社協で配布中）

参加団体は？

内容は？

現在、大泉町内においてボランティアや市民活動を行っている団体で、おおいずみ市民活動
フェスティバルの趣旨に賛同し、団体から必ず1名を実行委員として選出いただける団体。

ステージ発表やブースの展示、多文化体験やバザー、こども広場（予定）を実行委員会で
話し合いながら来年3月の実施に向けて楽しく企画していきます。

実施予定
日時 令和２年



株式会社 中道組
関東支店

株式会社 中道組
関東支店

株式会社 中道組
関東支店

〒３７０－０５２２
富士３－２１－１８

TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911
TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911
TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911

地球・自然・人
中道組は、地球の未来を見据えること。 

すべてはここからはじまると考えています。

東毛福祉事業協同組合東毛福祉事業協同組合

夕食宅配サービス「おげんきですか」
ご飯付390円、おかず350円、
１食からお届けします。

〒３７０－０５３６
古氷２２－２０

TEL 62－4181
FAX 62－7251
TEL 62－4181
FAX 62－7251
TEL 62－4181
FAX 62－7251

平成３０年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

平成３０年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

平成３０年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。
随時特別会員を募集しております。
よろしくお願いいたします。

日
時9月10日 １３：００～（売切れ次第終了）火

▶ 場所　町保健福祉総合センター（町社協事務所前）

老人クラブ
輪投げ大会報告

老人クラブ
輪投げ大会報告

老人クラブ
輪投げ大会報告

　６月２８日（金）大泉町老人クラブ連絡協議会の輪投
げ大会が開催されました。
上位３チームは郡大会に出場します！！

大会結果
　優勝　長生会A
準優勝　東部双葉会A
３　 位　高砂会C
４　 位　城部福寿会Ｂ
５　 位　第二長生クラブA
６　 位　城部福寿会Ａ

老人福祉センター 問合せは老人福祉センターまで

℡63－3555℡63－3555℡63－3555

演技座『若浪』歌謡芝居の開催演技座『若浪』歌謡芝居の開催演技座『若浪』歌謡芝居の開催
　老人福祉センターでは、高齢者を祝し敬老の集いを
開催します。

▶ 内容　若浪オリジナル　二人芝居『瞼の母』＆歌と踊りの
　　　　劇団ショー
▶ 対象　60歳以上の町内在住の方及び町外の利用者
▶ 定員　120人
▶ 費用　町内の方は無料（町外者は有料）
▶ 場所　町老人福祉センター　集会室
▶ 申込　希望者は当日会場へお越しください
※当日は町内在住を証明する物
　（寿券や青春切符、運転免許証、保険証など）をご持参ください。
※詳しくは老人福祉センターまで　℡６３－３５５５

日 

時

日 

時

令和元年 9月7日 土

日

午後0時30分～
午後3時

朗読ボランティア
はじめてみませんか？

朗読ボランティア
はじめてみませんか？
朗読ボランティア

はじめてみませんか？
～３町合同朗読ボランティア養成講座～

　３町（大泉町、邑楽町、千代田町）のボランティアセン
ターでは、読み聞かせや町広報紙等の音訳に精通したボ
ランティア養成のための講座を開催します。わかりやすく
人に聴かせる「発声」の基礎を学んでみませんか？

9月  6日  9:45～15:00 ・ ９月13日10:00～15:00
9月20日10:00～15:30　毎週金曜日　全３回

日 

時

▶ 対象　ボランティア活動（読み聞かせや広報紙等の音訳）
　　　　に興味のある大泉町、邑楽町、千代田町在住または
　　　　在勤、在学者
▶ 定員　３０名（各町１０名）　先着順
　　　　※１０名に満たない場合中止
▶ 講師　早川正一氏（館林市在住）
▶ 費用　３００円（保険代等）
▶ 場所　町図書館　視聴覚室
▶ 申込　８月30日（金）までに町社協へ参加費を添えて
　　　　申し込む
※詳しくは町社協へ℡63-2294

▶ 内容　会員が日頃の練習の成果を披露します
▶ 対象　どなたでも入場できます
▶ 費用　無料
▶ 場所　町公民館２階大会議室（吉田2465）

朗読の会
ベビーヴォイス発表会

朗読の会
ベビーヴォイス発表会

朗読の会
ベビーヴォイス発表会
　大泉朗読の会ベビーヴォイスでは、朗読発表会を開催し
ます。お気軽にお越しください。

午後1時30分～8月25日

※詳しくは、朗読の会ベビーヴォイス
　橋本真知子さん（☎63-3286）へ

手作りお菓子
販売のお知らせ

手作りお菓子
販売のお知らせ
手作りお菓子
販売のお知らせ
　地域活動支援センターで手作りされたクッキーなどのお菓
子を1袋100円で販売します。毎週木曜日10時～15時まで、地
域活動支援センターにて常設販売中！！

町社協へのご好意ありがとうございます。
 （順不同）

匿名

匿名

20,000円

30,000円


