いきいきサロンで
地域づくり
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ティ アの 方 の支 援に より ︑

健委 員や ︑ 婦人 会︑ ボラ ン

ら﹁ よっち ょく れサ ロ

も寄 ってほ しい 意味 か

鎗 水では 気軽 に誰 で

り会 で若い ころ の思 い

サロ ンでは ︑お しゃ べ

ン﹂ と名づ け︑ 一月 の

住民 感覚 で の地 域づ くり を

した ︒

かで のサロ ンと なり ま

ムを 楽しみ ︑笑 いの な

をほぐし たあと歌やゲ ー

の測 定や軽 い体 操で 体

体 力・血 圧・ メタ ボ

ンが 開催 され まし た︒

トし ︑先日 一月 のサ ロ

目指して 十二月にスタ ー
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運 営協議会

出話 に花 を咲 かせ まし た︒
元 組下 は公 民 館に 六面 体
の地 蔵様 が安 置 され ︑地 域
住民 が心 のよ り どこ ろと し
て集 うこ とか ら ﹁六 地蔵 さ
んさ ろん ﹂と 命 名︑ 昭和 三
〇年 代の 南大 隈 村の 地図 づ
くり を今 年の テ ーマ とし て

玖珠盆地に
マナヅル飛来

昨 年暮れ ︑ライ スセン

ター 近くの 田んぼ にツル
９羽が飛来 しました︒
赤い目元と白い頭頂部︑
少し 灰色が かった 羽が特
徴の ﹁マナ ヅル﹂ で︑発
見さ れた午 前９時 ごろか
ら十 時半頃 まで羽 をやす
めた 後︑大 空に飛 び立ち
ました︒
鶴 の誘致 を目指 して活
動を 続ける ﹁玖珠 盆地に
ツル を呼ぼ う会﹂ の会長
安部 喜久郎 さん︵ 塚脇︶
は﹁ ささや かな会 を続け

てい てよか った︒ ぜひ玖
珠で 越冬し てほし い﹂と
飛来 の喜び と期待 を語り
ました︒
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２月号
元組 下「六地蔵さんさろん」の皆さん

取り 組む 予定 です ︒

固形石鹸（２個入り）
１５０円

高齢 化が進 むなか ︑お年寄 りの皆 さん の孤立 や閉じ こ
も りの 予防︑生 きがい づくり などを 目的 とした 居場所 づ
く りと して︑﹁い きい きサロ ン﹂が各 地区 の公 民館な ど
を 拠点 に行わ れてい ますが ︑昨年十 二月 に大隈 地区に 二
つ のサロンが産声を上 げました︒

自 治 委員 ︑民 生委 員︑ 保

の二 つの サロ ンで す︒

鎗水 自 治区 と元 組下 自治 区

新たにスタートしたの は︑

鎗水「よっちょくれサロン」での血圧測 定の様子

平成２１年 ２月 １日発行
く す ふ れ 愛 だ よ り
２月号（第２６号）

環境と体に
やさしい手作り石鹸

メルヘンしゃぼん工房で廃
油を利用して作られた石鹸を
自治会館で販売中です。
汚れ落ちがよいと評判の手
作り石鹸をぜひお試しくださ
い。

