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朝日のあたる家 通信

朝日のあたる家は、社会福祉法人朝日新聞厚生文化事業団に寄せられた東日本大震災救援募金によって運営されています。

　朝日のあたる家は、「高齢者や子ども、障がいのある人の生活を支えたい。」という思いから、
「どなたでも気軽に立ち寄りお茶を飲んだり、お話をしたり、ミニコンサートを楽しんだり、ときには相談にのっても
らえたり・・・」そんな、当たり前の地域生活を地域のみなさんと一緒につくっていくための拠点として開設された
“みんなのコミュニティーハウス（居場所）”です。
HP： http://asahinoataruie.org　　　　　　　facebookページ： https://www.facebook.com/asahinoataruie.takata
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◆ 開館時間：9：00～17：00
◆ 休館日：毎週木曜日、2／5（日）、2／19（日）
◆ プログラムや開館時間 ・ 休館日等については、新型コロナウイ

ルスの感染状況により急遽変更となる場合もございます。予め
ご了承ください。

2月の開館時間・休館日について

米崎町が「認知症でＯＫ！」という地域になることが
「アップルカフェ」の願いです。どなたでも参加できます！

「アップルカフェ（認知症カフェ）」は、住み慣れたまちで安心して暮らすために、認知症の人

やその家族・知人、認知症のことが気になる地域の人、ケアの専門職の方などが気軽に集まり、

お茶を飲みながら語らい、ひと時を過ごす場所です。

今回は、しゃきしゃき百歳体操を皆さんで体験しましょう！

美味しいコーヒーや紅茶などをご用意して地域の皆さまのご参加をお待ちしています。

どうぞお気軽にご参加下さい！

参加費：200円 ●第93回　2月7日（火）１3：3０～１5：0０

アップル
　カフェ
開催のお知らせ

認知症カフェ 　我が家では2月生まれが2人います。誕生

日は何歳になっても、祝ってもらうことはも

ちろん、祝うほうも嬉しいものです。朝日の

あたる家も2月が誕生月。私は朝日のあたる

家が4歳の時に初対面したので、産声を聞い

たり、たくさんの人たちの声・笑顔・心に力

をもらって大きく成長する時期にもその場

にいたかったな～と思います。2月17日には

立派なグランドピアノでハッピーバースデ

イを弾こうかな…練習します。　（臼井）

編集後記

お出かけ広場 きらりんきっず「ミニかごづくり」
2月10日（金） 10:00～11:45　　材料費300円
　クラフトテープを使って、かわいいミニかごを
作ります！ママさん達、お子さん達、地域の方々、
楽しく交流しながら制作できたらと思います。お
待ちしています！
◎持ち物 ： 洗濯ばさみ 1 0 個くらい

※10組限定とさせていただきます。ご予約お願いします。
親子の広場きらりんきっず ☎0192-47-3908 / 朝日のあたる家 ☎0192-47-4750

ミニかご作りに挑戦！

温かいコーヒーで体も心もゆったり！

今年のあなたの運勢は・・・！？

ごはんを美味しく食べましょう！

ほっとカフェ
2月11日（土） 9:30～11:30　参加無料
　今回は、温かい館内で淹れたてのコーヒーを味わいながら、ゆったりとし
た、ほっとな時間をお過ごしください。コーヒーマスターの“マー君”と仲間
たちが協力して、おもてなしします。どうぞお気軽にお越しください。
　障がいや難病のある方のお話や高齢介護の話題、相談など情報交換もでき
ます。
※新型コロナウイルス、インフルエンザ等の感染状況により中止とさせていた
だく場合もあります。ご了承ください。
問い合わせ：相談支援事業所さんさん　（担当）千葉 ☎0192-47-4612

朝日のあたる家 ☎0192-47-4750

「細海かずのこ」の、ぽつり言うわよ！占いの部屋
2月11日（土） 13:00～16:00　鑑定無料
　今年も、「細海かずのこ」さんが運勢を占います。西洋占星術やタロット
カード、トランプなどを使って鑑定します。当たるも八卦、当たらぬも八卦
…気軽な感じでお越しください。おひとり様30分です。お待ちしています！

みんなで楽しくミニゲーム！そして、みんなでごはん！
2月15日（水） 10:30～13:00

ゲームのみ参加：無料
ごはんまで参加：300円

　今年最初のみんなでごはん、今回は
どんなメニューでしょう！彩りよく、
バランスよく、みんなで食べるごはん
は、脳にも体にも良いことずくめです。
体を軽く動かして、美味しくご飯を食
べて、笑って、免疫力を高めましょう！

●送 迎 時 間 ●

① 脇ノ沢高台バス停 9：30

② 松神 9：35

③ 鳴石ストア前 9：50

④ 栃ヶ沢アパート
 （消防署側出入口） 9：55

⑤ 中田公営住宅 10 :10
※初めて送迎をご利用される方は
　あらかじめご連絡ください。
（0192-47-4750　朝日のあたる家）

開設10周年にあたって
　今、日本での一番の議論は全世代型社会保障構築会議であろうと思いま
す。社会保障の各分野でそれぞれの審議会がある中、日本の社会保障は長い
歴史の中で、国民生活や経済生活に貢献してきましたが、時々の情勢で制度
改正を重ねた結果、専門特化し、制度ごとの縦割りや不整合といった問題が
生じています。そのために社会保障の全体像をもう一度俯瞰し、再構築を図
ることを全世代型社会保障構築会議の目的としています。２０１２年社会保
障、税一体改革が消費税１０％で完結を見ています。この目的は後期高齢者
に団塊世代がなる２０２５年を検討していました。考えてみればかなり将来
のことだと考えていたのがあっという間に２０２３年になっています。さら
に介護保険制度の導入については、１９８９年に消費税が導入され、同年
ゴールドプラン１０か年計画がなされたときも、様々な議論をしたことを思
い出します。ヘルパーさん１０万人計画であります。介護の社会化って何だ
ろうと議論したことが、今改めて高齢社会を迎えた時、一人暮らし、老老家
族、誰が介護や生活を見るのか…社会で見るしかないだろうという当然の帰
結が、まだまだ不十分ながら帰結を考えられるようになっています。問題は
誰が社会化の担い手になるのかということです。さらに言うならば家族のあ
り方や子育てについても大きな課題があります。子育ての財源も高齢者から
持ってくるような議論をしてもはじまりません。子どもに関する費用はすべ
ての人が負担するしかないでしょう。人口減少社会は幸福社会か、今問われ
ています。
　NPO法人福祉フォーラム・東北は今後、一般財団法人みらい創造財団朝
日のあたる家へと活動の場を移し、さらに未来に向け、多世代、多様な働き
方の支援へと活動の場を広げていきます。陸前高田市は震災後10年経過し
新しい社会に踏み出しています。これからも朝日のあたる家を拠点としてさ
らに深化していきたいと思います。

NPO法人 福祉フォーラム・東北

会長　新 田　國 夫
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地域のみなさんの活動に『朝日のあたる家』をご利用いただけます。
☀ 歌（コーラス）や踊りの練習、趣味の活動、DVDの上映会、50人程度までの寄り合いや会議などで、朝日のあたる家をご利用いただけます。
☀ 小学5年生から高校生までの人たちを対象に、学習するための自習室として18時以降も開放することができます。
☀ ホールにはグランドピアノもあり、子どもたちがたくさん遊びに来て下さいます。
☀ 朝日のあたる家は、地域のみなさんが誰でもいつでも気軽に立ち寄れる場所です。みなさんでシェアしながらご利用下さいね！

詳しくは、朝日のあたる家までお気軽にご相談下さい。 ※ 地域のさまざまな方との共同利用が原則です。“貸し切り”はできませんのでご了承お願いいたします。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止や延期となる場合もあります。
その場合、現在参加されている皆さまにはご連絡いたします。
久しぶりに参加される方、初めて参加される方は、あらかじめご連絡くださいますよう
お願いいたします。

日 月 火 水 木 金 土
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朝日のあたる家
開設記念日

        2月の予定表




