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   地球温暖化の気象影響が気になっていますが今年の夏はどんなことになるのでしょ

うか、会員の皆様におかれましてはお元気にご活躍のことと推察いたします。 

きらりびとみやしろは、おかげさまで今年17回目の総会を開催させていただきました。

おおぜいの皆様にご出席いただき無事に終了することが出来ました。ありがとうござい

ました。 

さて、平成25年度は、認知症予防活動において、協力している千葉大学ほのぼの研究

所「ふれあい共想法」の活動の様子がTBSテレビで放映されました。また、地域にたま

り場サロンをつくる、ふれあい活動では開設している４か所に加え姫宮集会所でヨガを

楽しむサロンを開設しました。その他の事業として、宮代町と日本工業大学・きらりび

とみやしろの三者共同による健康体操「みやしろキラキラ体操」を制作しました。26年

度の計画としては、「みやしろキラキラ体操」の普及を進めます。また、きらり姫宮が

開設から10年を迎えることから、記念事業に取り組みます。さらに、このたび理事のS

さんからNPO活動への活用を前提に土地付き住宅をご寄贈いただきましたが、この有効

利用も考えてまいります。 

国は介護保険制度を見直し、要支援の対象者を保険サービスから外し、地域に戻すこ

ととしました。打ち出されている方針では、その受け皿としてNPOや住民ボランティア

を考えるとしています。今年は、これらの動きも注視して行かなければと考えています

が、私たちの活動はいよいよ社会が求めているものとなったと言えます。まだ参加され

ていない方が居られましたら、ぜひお誘いください。みんなで一緒にきらりびとになっ

て、いつまでも住み続けたいと思える地域づくりをしましょう。 

  

  



  

平成26年度定期総会報告 

 初夏の日差しがまぶしい季節の5月28日（水）「NPO法人きらりびとみやしろ」平成２６年度 

定期総会が宮代町立図書館ホールに於いて開催されました。 

総会にはご多用中にもかかわらず、榎本和男町長・角野由紀子町議会議長のご臨席を頂き、ご祝辞 

を頂戴いたしました。 

 議事は平成２５年度事業報告・決算・監査報告及び平成２６年度事業計画・予算案と滞りなく 

全会一致で承認されました。又、評議員として長年活動をつづけていただいた４名の方々に、 

これまでの功績に対し感謝状を授与いたしました。 

 

 

理事長挨拶 宮代町長 榎本 和男様 

宮代町議会議長 角野 由紀子様 

 

会員の方から質問がありました 

 

いつも 大変お世話になっております ありがとうございます 
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 元気になれた体操と素敵な音色のコンサートでキラキラと輝いた一日となりました。 

第二部 キラキラ体操・キラキラコンサート 

 総会終了後、第二部では「宮代町・きらりびとみやしろ・日本工業大学体育研究室」の三者協力に 

より”宮代の歌”に合わせて制作された”みやしろキラキラ体操”を町に先駆けての発表となりまし 

た。生演奏での体操は、いつまでも心に残る１ページとなったことと思います。 

又、キラキラ体操に続き、宮代町在住の齋藤史織さんとプロのお仲間”アンサンブル・リスコペルタ” 

によるキラキラコンサートが開催されました。 

 

荒金幸子先生、アンサンブル・リスコペルタの生演奏で 体操披露 

 

会場の皆さんも それっ1・2・3～ 

 

前下に倒しま～す 

体操・演奏 

ありがとうございました 

 

アンサンブル・リスコペルタ 

の皆さん 

聴き惚れました！ 

プロの演奏ってすごいですね 
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地域ふれあい活動 

  ふれあい活動は、きらりびとみやしろの会員のみならず 地域の皆様が気軽に集まり、交流

を図れる場として、それぞれの会場に於いて地域づくりをすすめる活動です。 

 

内容と場所 

 どちらの場所でも自由に参加いただけます。 

 どうぞお気軽にお越しください！ 

 問い合わせ きらりびとみやしろ事務局 ０４８０－３３－３８６８ 

 

【高齢者の健康体操と囲碁】（指導者による） 

  場 所 きらり姫宮 

  日 時 第3日曜日 10：00～11：30  13：00～15：00 

  内 容 午前・・・ゆっくり健康体操   

      午後・・・囲碁（初級～上級者まで） 

  持ち物 健康体操（タオル・補給用水分等） 

   

【健康体操】（指導者による） 

  場 所 須賀集会所 

  日 時 第3金曜日 10：00～1２：０0 

  内 容 ストレッチから始まる健康体操 

  持ち物 タオル・補給用水分等 

【歌声喫茶】（演奏あり合唱） 

  場 所 道佛集会所 

  日 時 第１水曜日 1３：３0～1５：30 

  内 容 懐メロ・童謡・抒情歌等 

            ♪ 歌集を用意してあります 

【太極拳】（指導者による） 

   場 所 百間集会所（百間公民館 ２F） 

  日 時 第2木曜日 1３：３0～15：30 

  内 容 初歩の太極拳・介護予防の太極拳 

  持ち物 上履き・タオル   

【健康ヨガ】（指導者による） 

  場 所 姫宮集会所（姫宮神社境内） 

  日 時 第４月曜日   10：00～12：00 

  内 容 どなたにも出来る簡単ヨガ 

  持ち物 タオル 
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「困ったときはお互い様」をモットーに、お互い助け合い、住み良い町を創っていきましょう 

事  業  概  要  紹  介 

地域福祉活動 

何かお困りなことは無いですか 
掃除・洗濯・炊事・犬の散歩他 

病院等への移送サービス 

ご相談下さい  

  Tel : 0480-31-2123 

助け合い活動 有償運送 キッズルーム きらり 

保育・子育てを 

応援します 

 0480-36-3622 

認知症予防活動（共想法） 

脳の活性化を図り 

認知症を予防します  

地域ふれあい活動 各地区において活動しています 

詳細は前頁に 

介護保険事業 

訪問介護 

ヘルパーステーション 

ヘルパーがご自宅を訪問して生活支援 
身体介護のサービスを行います 

     Tel : 0480-31-2125 

デイサービス喜楽里 

通所介護 少人数でゆったりと 
無理のない楽しい時間を過ごせます 
見学・体験が出来ます 

 Tel : 0480-36-3621 
利用者募集中  

介護支援事業所 

介護保険の申請代行 

ケアプランの作成・管理 

   Tel : 0480-36-2173 

グループホーム喜楽里 

明るく安らぎのある穏やかな毎日を家庭

的な環境で、その人らしく生活が出来る

よう支援します  

   Tel : 0480-36-3624 

認知症・高齢者対応  

一般事業 

女性のための グループリビング  きらり 

 

受託事業 

お１人暮らし女性のためのお住まいです 

個室でプライバシーが守られ自由で安心・

安全な生活ができます  

又、お試しやショートでのご利用もご相談

に応じます 

 Tel : 0480-33-3868 

宮代町指定管理 陽だまりサロン 

陽だまりサロンでは月曜日～金曜日まで 曜

日毎に各種イベントを催して皆様のお越し

をお待ちしております(内容は町広報に掲載) 

詳細は直接お問い合わせください  

       Tel : 0480-37-0145 

入居者募集中  

入居者募集中  
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グループホーム喜楽里
グループホーム喜楽里では家庭的な環境の中で、その人らしい生活が出来るように支援 しています

リビングのソファでウトウトしたり、時

には居室の窓から静かに外を眺めて、

のんびりと・・・ 

皆様に楽しんで頂ける様、

様々な行事や外出も企画

しています 

こぶし棟 
現在、こぶし棟は男性１名、女性６名の計７名の入居者様が生活されております。 

一部の行事の写真です。ボランティアさんの力をお借りしながら、皆様、楽しく参加されております。 

皆さん、歌

が大好きで

す！！ 

お茶会の様子。 

お茶を立てて

下さいました。 
こぶしライブ開催！！ 

さくら棟 

現在お部屋が空いています。入居者様募集中！！ 

見学お待ちしています。 

レストランでお食事。 

きらりの車で

出発です！ 

今回は館林 まで行きました。 
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キッズルームきらり TEL 0480-36-362２(田崎)  

   ☆登録・見学は ご連絡の上 お越しください ぜひ、お気軽にご相談ください☆ 
  
  いつもご協力ありがとうございます 

新しいお友達も増え、お散歩やお部屋遊びも楽しい時間です！暑い季節も 
たくさん遊びに来てね みんなで待ってま～す！！ 
 

キッズ写真館 

※登録を済ませてからのご利用となります 

いつもご利用いただきありがとうございます。 
今、デイでは 『宮代キラキラ体操』が 大流行です！スタッフもご利用者様も  楽しく 
覚えて 体操して、元気もりもりでお過ごし頂いています。それは、賑やか・・ 
笑い声の絶えない「デイサービス 喜楽里」です。 
 

ＴＥＬ ０４８０－３６－３６２１   ＦＡＸ ０４８０－３６－３６２０ 

    デイサービス「きらり」では ご利用者様を募集しています。 
 
  デイサービスに関する相談や質問がございましたら、お気軽にお問い合わせ 
  ください。見学や体験の相談へも応じています。 
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事務局からのお知らせ 

木庭 惠美子様    清水 良一様     島村 滋様     高時 千代様 

金成 悦子様     島 善貞様      白木 正勝様    冨田 陽子様 

斎藤 京子様     緑川 朋子様     小野寺 和子様   金子 輝男様      

安部 晨様      井上 君子様     戸田 加代子様   藤林 泰様 

中村 初子様     篠田 トミ様     清水 アツ子様   岡田 範子様 

赤壁 澄子様     平井 芳子様     鈴木 和子様    伊藤 富貴子様 

浅賀 誠司様     塚谷 サト様     金子 節子様    須永 健次郎様  

M・T様        園上 隆一様  

バザー提供品ありがとうございました    H26年3月１日～6月30日  

寄付金ありがとうございました 

齋藤 正吉様     浦野 茂夫様     島田 定夫様     森 節子様 

植西 あさ子様    富沢 トク様     小林 健治様     吉田 正枝様 

川部 實様      宮原 利恵様     匿名 W様      田村 英男様 

及川 ハシメ様    浅川 ヨシイ様    花沢 良子様     古谷 雅子様 

入江 正子様     三上 文子様 

   H26年3月１日～6月30日  

寄贈品ありがとうございました 

松本 清治様     飯田 芳一様     桂 賢一様 

匿名 W様      園上 隆一様 

   H26年3月１日～6月30日 

 須永 孝俊様     川部 實様      宮原 利恵様  

 田村 英男様     吉田 正枝様     青山 孝様     

お悔み申し上げます 
   H26年3月１日～6月30日  

 

    
     

１ バザー日時     ８月２３日(土)  午前１０時～午後３時 

            ８月２４日(日)  午前１０時～午後３時 

 

２ 場 所        進修館 研修室 

 

３ 品 物        日用品、雑貨、衣類など 

 

 ご提供いただいた品々の中には、掘り出し物がたくさんあります。 

 ご覧いただきながらお買い求め下さるようご案内いたします。 

 

   ※ 尚、バザー用品は８月中旬まで受け付けております。 

     お近くの評議員さんにお声かけいただくか、きらりびとみやしろ事務局 

   までご連絡ください  
    ☆ 問い合わせ 33-3868   
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