
岩切地区集いの場

この「岩切地区集いの場紹介シート」は、別紙「岩切地区集い

の場マップ」に掲載した岩切地域の住民交流の場の情報を紹介し

ています。

作成にあたっては、実施団体や各町内会福祉委員をはじめ、関

係の皆様にご協力いただき、岩切地区社会福祉協議会と岩切地域

包括支援センターが協同で取りまとめました。

本冊子では以下のような集いの場を紹介しています。

子育て関係の場

サロン：交流・仲間づくりの場

介護予防自主グループ（介護予防運動の場）

地域包括支援センターが主催する認知症理解や

相談ができる場

子

サ

運

(認知症カフェ)

開催状況など、実際の状況と異なる場合があります。詳しい状況など知りた
い場合は、岩切地域包括支援センターもしくは、岩切地区社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

作成者 岩切地区社会福祉協議会
岩切地域包括支援センター（TEL０２２－２５５－２５２４）

作 成 令和3年3月



名称 台ケ原サロン会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 台ケ原集会所 ［MAP ］

開催日時 年2回（6・11月） １１：００～

主な内容 簡単な体操や歌、ゲームなどの後、皆さんで会食します。

参加方法 案内方法（回覧板・掲示板）/  事前申込（必要）/  参加費（なし）

ゲームは赤、白に分かれ、皆さん大いに盛
り上がり、とってもいい笑顔になっていま
す。参加者は20～23名です。

「サロン会はいつ？と楽しみに待っていた
よ」「楽しかったよ～、ご苦労様」という
声がいつも嬉しく、笑顔で帰っていかれる
と安堵します。

岩切地区集いの場紹介シート

名称 おりづる会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 台ケ原集会所 ［MAP ］

開催日時 毎月第2金曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 お口の体操から始まり、歌、頭の体操、体を使った体操をします。

参加方法 案内方法（予定表を配布）/ 事前申込（不要）/ 参加費（100円／回）

体操後、皆で輪になり誕生日の方に花をプ
レゼントしたり、ヨーグルトを食べていた
だき、合唱して笑顔で解散しています。
お花見、クリスマス会などを楽しんでも
らっています。

参加者のみなさんは元気で、逆に元気をも
らっています！

サ

運
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 入山サロン会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 入山公民館 ［MAP ］

開催日時 2ヶ月に1回 第3火曜日 １０：００～１２：００

主な内容 おしゃべりしたり、手先の運動のために手芸や歌で楽しんでいます。

参加方法 案内方法（回覧版と掲示版）/事前申込（不要）/ 参加費（200円／回）

和やかに会を開催することができています。

会を長く続けてほしいとの声があり、茶菓
子代を皆でいくらか負担しようと言ってく
れています。

名称 若宮福祉サロン会

参加対象 概ね65歳以上お一人暮らしの方、日中お一人の高齢者、75歳以上のご夫婦

開催場所 若宮公民館 ［MAP ］

開催日時 毎月第4木曜日 １３：３０～１５：００

主な内容 合唱や言葉遊び、手遊びしながらおしゃべりしています。

参加方法 案内方法（声がけ） / 事前申込（必要） / 参加費（なし）

いろいろな資料や小道具（お手玉、紅白旗
振り、タオル）を使い、手、腕、頭の体操
をしています。

休憩中、皆さんがお茶やお菓子をいただき
ながら楽しんでいることがうれしく感じて
います。

サ
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名称 喫茶サロン若葉会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 畑中北町内会会館 ［MAP ］

開催日時 毎月第4木曜日 １０：００～１４：００

主な内容 簡単な手芸や講話、季節感のあるレクリエーション、おしゃべりとランチ

参加方法 案内方法（回覧版）/ 事前申込（不要）/ 参加費（なし）

季節感を大事にして楽しんでいます。その
他お誕生日には色紙に皆で寄せ書きをした
り、昨年はタイムカプセルを作りました
（？年後が楽しみ！！）。

普段引きこもりがちな女性にとって、1か
月に一度の大切な談話の機会です。色々な
談笑で盛り上がる素敵なひと時と考えてい
ます。
是非、長く続けたいと思います。

岩切地区集いの場紹介シート

サ

名称 今市下区サロン会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 今市下区集会所 ［MAP ］

開催日時 年3回（4・7・12月）１０：００～１２：３０

主な内容 歌、ストレッチ、人形作りなどを行っています。

参加方法 案内方法（案内状） / 事前申込（必要） / 参加費（なし）

100歳の方も一緒にストレッチをしていま
す。
町内会の支援もあり、季節の行事を楽しみ
ながら、元気に活動しています。
みんなで軽食をいただくのも楽しみです。

介護予防運動の他に、楽しい企画も予定し
ています。
皆さん自由にご参加ください。

サ
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名称 ひまわりクラブ

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 今市下区集会所 ［MAP ］

開催日時 毎月第４金曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 転倒予防のストレッチ、健康維持の口腔ケア、脳トレ、季節の行事など

参加方法 案内方法（掲示板） / 事前申込（不要） / 参加費（なし）

リーダーを中心にサポーター同士が和気あ
いあい。常に情報交換して会の運営がス
ムーズに行われています。
また、町内会の支援もあり、欠席者も少な
く参加する皆さんはお互いに顔を合わせる
のが楽しみのように感じます。

よろこんで参加してくださっている様子が
よくわかります。
下区は、利府街道を渡ります。「気を付け
てね」と後姿を見送ります。

運

岩切地区集いの場紹介シート

名称 畑中南サロン会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 畑中南公会堂 ［MAP ］

開催日時 年6回 第1月曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 手あそび、紙芝居、講話、おしゃべり（お茶飲み）、歌など

参加方法 案内方法（回覧板・掲示板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（なし）

お口の体操をしたり、手話で歌ったり、楽
しく参加してもらっています。また毎回の
紙芝居も好評です。
準備やお茶入れをお手伝いしてくれる方も
いて、助かっています。

和気あいあい、お茶を飲みながら、おしゃ
べりをするコミュニケーションの場と考え
ています。誘い合って、参加してくれる方
もあり、うれしいです。
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 畑中南 楽・ら・ラくらぶ

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 畑中南公会堂 ［MAP ］

開催日時 毎月第2水曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 口腔体操・季節の歌・脳トレ・簡単な体操・ゲームなど

参加方法 案内方法（回覧板・掲示板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（100円/回）

サポーターの趣味や特技を活かし、ハーモ
ニカ、ハンドベル、踊りやダンスなどを取
り入れたり披露しています。
また、定期的に交代制で運動メニューを担
当し、サポーター全員がなんでもできるよ
うにしています。

会員の皆さんは、開始前の楽しい会話で
ウォーミングアップをしています。
季節の行事に合わせた美味しいお菓子が登
場するときがあります。
会員募集中！！

運

名称 おひさまくらぶ

参加対象 障がいのあるお子さんとご家族の方

開催場所 岩切保健センター ［MAP ］

開催日時 毎月第2火曜日 １０：００～１２：００

主な内容 情報交換や近況報告、季節の行事や勉強会などを行っています。

参加方法
案内方法（宮城野区遊び場情報育児サークルのチラシ）/
事前申込（不要） / 参加費（ 100円/回 年会費1,000円 ）

平成8年から地域の方、民生委員児童委員
の方にも参加してもらい活動しています。
地域の中で「おひさまのように輝いて」い
きいきと地域で普通に暮らしていきたい、そ
んな思いで活動しています。

障がいのある子どもの親や会に賛同してく
ださる方が入会してくださると嬉しいです。

子
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 お茶会

参加対象 65歳以上の一人暮らしの方と高齢夫婦の方

開催場所 今市中区公民館 ［MAP ］

開催日時 年2回（3・9月） １１：００～１３：００

主な内容 お茶、お食事などをしながらおしゃべり、講話など

参加方法 案内方法（案内状）/ 事前申込（必要） / 参加費（なし）

〝楽しく〟お喋りする時間であってほしい
と心掛けています。
また 、お弁当と一緒に季節の汁物を作り
楽しんでいます。

「認知症」や「オレオレ詐欺」など、暮ら
しに役立ちそうな情報もお知らせできれば
と思っています。

サ

名称 足軽サロン会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 今市上区集会所 ［MAP ］

開催日時 年6回（2・4・6・8・10・12月） １３：３０～１４：３０

主な内容 近況報告、健康についての話、体操など。

参加方法 案内方法（回覧板・掲示板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（なし）

和やかな雰囲気の中で、心地よくやる事が
でき、参加する皆さんと顔を合わせること
が、とても楽しみとなっております。

令和3年度より足軽サロン会として新たに
活動します。
皆様のご参加をお待ちしています。

サ
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 岩切三丁目なでしこの会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 岩切三丁目公民館 ［MAP ］

開催日時 年2～3回 １０：００～１２：００

主な内容 おしゃべりや昔語り（民話）と軽体操や歌などを楽しんでいます。

参加方法 案内方法（回覧板・掲示板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（なし）

皆さんの合唱の歌声がとても美しく、毎回、
感心します。

町内の人たちに、もっと参加して頂きたく
思っている。
そのために回覧板、掲示板などを利用させ
てもらっています。

サ

名称 岩切三丁目元気の会

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 岩切三丁目公民館 ［MAP ］

開催日時 毎月第2火曜日 １３：３０～１５：００

主な内容 ストレッチ・パタカラ・季節の歌・脳トレ・筋トレ・体操他

参加方法 案内方法（掲示板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（200円/回）

手足を使った脳トレが喜んでくれます。
ボール・ロープを使った体操や遊びを兼ね
ての運動、そして参加者に資料を渡してま
ちがい探しなどが好評です。

体を動かした後のお茶のみは、楽しみのひ
とつとなっています。

運
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 山崎福祉サロン会

参加対象 町内在住の高齢者

開催場所 山崎集会所 ［MAP ］

開催日時 年２回（2・11月）１０：００～１２：００

主な内容 おしゃべりや講話などをしながらお茶を楽しんでいます。

参加方法 案内方法（回覧板） / 事前申込（不要） / 参加費（なし）

町内会の後援があり、福祉関係者に対する
信頼度が高いことが自慢です。
茶話会の感じで誰でも気軽に参加できるこ
とが、特色と言えます。

初めての試みのサロンでしたが「講話の先
生話が面白く、これからの生活に役立つ話
ばかりで、町内の皆さんと話ができて楽し
かったです。」という声がありました。

サ

11

名称 山崎いきいきクラブ

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 山崎集会所 ［MAP ］

開催日時 毎月第1月曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 歌・ストレッチ・軽体操・レクレーションゲーム・交流

参加方法 案内方法（回覧板）/ 事前申込（不要）/ 参加費（100円/回）

ご参加下さった方達は、とても楽しく過ご
してくださっています。活気もあり、笑い
も絶えなく1時間半があっという間です。

ご参加の皆様の笑顔と元気でサポーターも
元気になります。
是非新しい方の参加を望みます。

運
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 ちびっこクラブ

参加対象 子育て中のお母さんとお子さん（未就園児）

開催場所 岩切東コミュニティセンター大広間 ［MAP ］

開催日時 毎月第1・２・３木曜日 １０：００～１２：００

主な内容 自由におもちゃで遊ぶ・情報交換や交流・おやつタイムなど

参加方法
案内方法（岩切児童館だよりや岩切子育て情報誌）/
事前申込（不要）/ 参加費（100円/回）

「屋根のある公園」がコンセプト。おも
ちゃが沢山ある広場で子ども達は、自由に
遊ぶことができます。

子育て中のお母さんが、ほっと一息つける
場所になってほしいです。そして、安心し
て子どもを遊ばせられる環境をつくり、
一緒に成長していけるようなサロンであり
たいです。

子
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名称 くれよん広場

参加対象 乳幼児の親子、プレママ、大人だけでもＯＫです。

開催場所 山崎集会所 ［MAP ］

開催日時 毎月第2・3・4・5月曜日 １０：００～１２：００

主な内容
子どもを遊ばせてママたち同士はお話をしています。お茶とお菓子もあり
ます。また月1回ほど鶴ケ谷希望園の先生も来てくれます。

参加方法
案内方法（区役所HPやポスター）/ 事前申込（不要）/
参加費（100円/回※初回無料です）

少人数のため、ママ同士が気軽にお話でき
ます。室内も広く、子どもがのびのびと遊
べます。
民生委員の方や近所の方が、お手伝いに来
ていただいており、子どもの不安事を聞い
たり相談事を聞いてくれます。

ワークショップなどもできるといいなと考
えています。

子
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岩切地区集いの場紹介シート

名称 ここいわカフェ

参加対象 認知症の方、認知症家族を介護している方、元気な方等どなたでもOK。

開催場所 みやぎ生協岩切店 ［MAP ］※会場変更の可能性あり

開催日時 偶数月第3月曜日 １３：３０～１５：００

主な内容 ミニ講話、カフェタイム、軽体操など

参加方法 案内方法（チラシ） / 事前申込（不要） / 参加費（100円/回）

医療・福祉関係の職員が運営スタッフとし
て関わっているので、高齢者の生活や介護
する上で困ったことがあれば、すぐに相談
できます。ミニ講話は、認知症に関するこ
とを含めて有益になるような内容をお届け
しております。時間内であれば、途中参加、
退席も可能です。

認知症になっても介護が必要になっても、
カフェに参加することで誰かとつながるこ
とができます。早めに誰かに相談すれば、
症状の進行を遅らせたり、必要な手助けが
受けられる可能性もありますので、気軽に
お越しください！

(認知症カフェ)

名称 洞ノ口サロン会

参加対象 町内在住の高齢者

開催場所 洞ノ口公民館 ［MAP ］

開催日時 年6～7回（水曜または金曜日） １０：００～１１：３０

主な内容 軽体操、講師を迎えての講話など

参加方法
案内方法（回覧版・一人暮らしの方への訪問） / 事前申込（不要）/
参加費（なし）

参加者は元気な方が多いので、健康づくり
に重きを置いています。
体操等を主とし、その他にも暮らしに役立
つ話なども取り入れています。

公民館開放日が月2回あり、お茶飲みをし
ているので、別の形となるよう開催してい
ます。

サ
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名称 円 遊々

参加対象 概ね６５歳以上の方

開催場所 余目公民館 ［MAP ］

開催日時 毎月 第１・３金曜日 １０：００～１１：３０

主な内容 お口体操・運動・歌・道具を使ってゲーム

参加方法 案内方法（会員の誘い合い）/ 事前申込（不要）/ 参加費（100円/月）

手作りの道具でゲームをします。
皆さん夢中になって応援したり、笑ったり
年齢を忘れるくらいの活気です。

仲間と一緒に楽しく体力づくりができる場
所として活用してほしいです。

岩切地区集いの場紹介シート

名称 サロン 円遊々

参加対象 概ね65歳以上の方

開催場所 余目公民館 ［MAP ］

開催日時 年3回（２・７・１２月） １０：００～１１：３０

主な内容 体操や歌、ストレッチと終わった後におしゃべりやお茶・軽食

参加方法 案内方法（会員の誘い合い）/ 事前申込（不要） / 参加費（なし）

季節の行事を取り入れ楽しんでいます。
７月は七夕で短冊に自分の願い事を書き、
笹の葉につるし、皆さん童心に返った様な
ひと時を過ごしています。

参加した皆さんに思いっきり楽しんで帰っ
てもらえるとうれしいです。

サ

運

15

15

11


