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★２面「おじゃまします こんにちは」
～ かぞケアラーサポートの会 ～
★３面「みんなの掲示板」「加須市内の施設情報」
★４面「登録団体の行事予定」

登録団体の活動風景！
今回は加須母子愛育連合会騎西支部さんの活動風景をご紹介します。７月 31 日(水)“七
夕のつどい”が行われました。冬にはクリスマスのつどいとして、毎回親子で楽しめる楽し
いイベントを開催しています。

子育てされる方に寄り添った活動を日々続けていらっしゃいます。子どもたちも体いっぱ
い使い、元気よく歌って踊って、とても楽しそうでした。

ＮＰＯ法人ミュージカルかぞ
地域の特色を題材にミュージカル公演を行っている、
ミュージカルかぞがこのたびＮＰＯ法人となり、８月 18 日
誕生記念式典が行われました。
「市民に愛されるミュージカル劇団を目指したい」とい
う、折原代表理事の言葉が印象的でした。総監督である
阿瀬見氏が「加須市の歴史・文化の１ページを刻もう」と、
ミュージカルかぞ立上げ当初からこだわり続けている取
組みが、ますます本格化してきています。今後のミュージ
カルかぞの発展におおきな期待が膨らみます。

おじゃまします

こんにちは！

かぞケアラーサポートの会
今回は、かぞケアラーサポートの会の石井喜久子さんにお話を伺いました。2025 年
には団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者になるまであと６年、介護が必要なのに施設
や自宅で介護が受けられない介護難民が増えてしまうことに危機感を覚え、研修を受け
た有志が 2014 年 9 月 16 日に「かぞケアラーサポートの会」を設立しました。
かぞケアラーサポートの会は毎月第２、第４水曜日に「＠えがお De 介護者サロン」
と年２回「オープン研修会」を行っています。「＠えがお De 介護者サロン」はこれか
ら介護をする人・介護中の人・介護が終わった人たちが集まり、経験話や介護をするに
あたっての相談などをしています。相談内容にも様々な物があるそうですが、プライバ
シー保護のため来た人の話はもらさないというのを徹底し、また、対応できない内容に
関しては介護施設や行政に繋ぐことも多いそうです。今年２回目のオープン研修会が
10 月６日(日)14:00～16:00 にパストラルかぞで開催が予定されています。テーマは
「認知症」どなたでも参加が可能なので是非参加してくださいとのことでした。
今後の思いとして石井さんは「一人でも多く市民に参加してほしいです。今は大丈夫
でも、する側、される側になる可能性は誰にでもあるから。決して他人事ではないとい
う意識を持っていてほしい。」とのことでした。今後もかぞケアラーサポートの会の活
躍に期待します。

第７回 研修会「認知症？ ~色々あるよ認知症、老人性うつとどう違う、老化それとも認知症~」10 月６日（日）14:00～16:00 パストラルかぞ 展示室
<お問い合わせ>
石井喜久子 ☎0480-62-2668
くらくら館

恒例の行事９月
毎月第２金曜日
くらくら館で唄おう会
加須市観光大使の秀
丸姐さんや町子姐さん
の三味線の演奏にふ
れてみませんか。
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みんなの掲示板

はくらくら館からお知らせ！

この機会に是非ご来館ください♪

くらくら館

８周年

くらくら館は 10 月５日に８周年を迎えます。これ
も皆様のご利用と支えがあったからです。これ
からも皆さんの市民活動のサポートが出来るよ
う努めてまいりますので、今後ともぜひご利用
下さい。
10 月 11 日(金)～13 日(日)の３日間、市民プラザ

蔵シネマ
下半期上映作品決定！
Ｒ元年１０月
１１月
１２月

かぞにて、８周年記念事業を開催いたします。

Ｒ２年 １月

☆11 日(金)女性センター談話室にて
《出前市長室》(登録団体対象、要事前申込)

２月

☆12 日(土)・13(日)女性センター談話室にて
《作品展示即売会》《活動体験》10:00～16:30

３月

☆13(日)視聴覚室にて
《活動発表》10:00～16:30 予定

くらくら館では、毎月第４金曜日に懐かしの映
画を上映しています。入場無料！どなたでもご

皆様お誘いあわせの上

入場いただけます！

お出かけください。

蔵シネマ選定委員会

加須 施設
の
市内￥情報

北川辺体育館
住所：加須市柏戸 2037 番地
電話：0280-62-1590(施設の空き状況の確認等)

1 階体育室ではバレーボール、バスケットボール等で利用の
場合は 2 面、バドミントン等で利用の場合は 4 面まで使用で
きます。また、２階に会議室を備える施設です。
利用希望日の 3 か月前から前日まで予約ができます。ご利用
の方は直接、体育館受付窓口にて申請をしてください（電話
での予約はできません。空き状況の確認のみです）。施設が空
いている場合は当日でもご利用できます。利用内容や目的に
よって使用料金が変わってきますので、その際はお問い合わ
せください。
■利用時間：９時～21 時 45 分
■休館日：12 月 29 日から 1 月 3 日

今月のくらくら館クイズはお休みです。次回をお楽しみに☆

2019 年９月 1 日発行
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みんなの広場（登録団体からのお知らせ）
９月 22 日（日）
10：30～14：00
午前中 10：30 から
〇 自由遊びいろいろ
（お絵描き、おりがみ、工作、ボールハウス、カプラ…）
〇 大ぼうけん宝さがしの巻
午後 12：30 から
〇 まるちゃんのかがくのとびら。
〇 親子ふれあいあそび。童話コーナー。

‐

不動岡公民館
（加須市不動岡 2-9-75）

‐

お問い合せ：

※参加を希望される方は
事前に予約をお願いします。

お昼は、ピラフ（ツナ）、茄子の揚げ浸し
スープ、ゼリー

※アレルギーのある方は受付で申し出てください。

と づ ね

一般社団法人 すくすく広場 090-2411-8598 （事務局戸恒）

９月 22（日）
14：00～16：00

無
料
専門家である社会保険労務士が個別に対応します。

市民プラザかぞ ４階
405 会議室
（加須市中央 2-4-17）

相談例
年金を受給するための手続きはどのようにするのでしょうか。
働きながら上手に受け取るためにはどうすれば良いでしょうか。 等

‐

‐

お問い合せ：

090-8001-4987 （事務局富田）

９月 26 日（木）
14：00～15：30
「認知症を学び 地域で支え合う」ことをテーマに認知症サ
ポーター養成講座を開催します。認知症を理解する事、認知
症の人との関り等を学ぶことができます。費用は無料ですの
で、是非この機会に受講してみてはいかがでしょうか。
ご予約をお待ちしています。

‐
お問い合せ:

‐

市民プラザかぞ ４階
フィットネスルーム
（加須市中央 2-4-17）
参加費無料

みんなのちからいいね倶楽部 090-1466-8463 （戸ヶ崎）

医療市民
マイスター講座
医療市民マイスターは、「研修を受けた市民が市民の側に
立って医療従事者と患者の間をつなぐ役割を担い、医療従事者
と市民との隔たりをなくす」ための新しい役割です。

10 月４日～10 月 25 日
日時

済生会栗橋病院５階講堂
（久喜市小右衛門 714-6）

‐ 医療市民マイスター協会 ‐
お問い合せ：

医療市民マイスター協会 070-4157-9171 （事務局）

