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私たちと一緒に、

健康で心豊かな

シエアライフを

過ごしませんか ?
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中野区反愛クラブ連合会は、会員の皆さん

心も身体も健康で快適生を活を営んでいただ <ための応援プログラム

「シニア大学」をは じめ、女性部大会では医学界の著名な先生による

「健康講座」、名画を楽 しむ「映画鑑賞会」に加え、各クラブの日ごろの

芸能活動発表の場として行う「芸能大会」等の文化事業を、また野外の

軽スポーツではグラン ドゴルフ大会・ ゲー トボール大会、

屋内で気軽に行える「輪投げ」 。「 リズム体操」 。「タオル体操」など、

大勢の参加者のもと行 っています。

さらに、 60の 単位クラブでは、会員ニーズに応えながら独自性を発揮 し

趣味や研鑽の様展な活動を通 し、会員の快適な「居場所」と して、

社会参加・ 仲間との交流の場として親 しまれています。

10か所の地区連含会で、地域特有の環境・ 条件を考慮 した独自の活動が

行われ、単位クラブのフォロー的役割を果た しています。

皆さんの地域それぞれのクラブでは、いつでも気軽にお声がけいただける

よう門戸を開けてお待ち してい讀す。

が人生100歳時代に相応しく、

皆さんの仲間入りを心待ち しています。

グラウンドゴルλ六こさ シエア大学より

輪投げ大会レクダンス講習会
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II 健康まつしリ ー●

[健康まつり」|よ 体育・健康推進のビツグイベ>|ヽとして、毎年6目
|こ、50ク ラブ約600名の公員わ`

｀
参D□ じ行つています。

競技|よ 12種 目を競い盆い、畳休み |こ |さ 有志 |こ よる「ハメハメハ
六王」を踊り、フイす―レ|よ 東京音頭で賑わいます。

公場 |さ、中野区が誇るキllン レモンスポーツセンターです。

体育・健康推進事業

グラウンドゴルフ六公
吾 (4目 )秋 (9日 )の年2回、砂正寺川 il璽 動公園で行います。

◇グー |｀ ボー/じ 六公◇
春 (5日 )秋 (10日 )の年2回、炒正寺川運動公園で行い訳す。

◇輪投げ六公/練習公◇
年3回  5、 10(六 公)、 2目 |こキ||ン ししスホ

°一ツじターで開催
◇llズム体操◇

年間6回 (奇数日)に 開催 6地区区民活動センター
◇ウオん体操◇

年2回  9、 3日 |こ 産業振興センターにて開催

脩 :尋 鷲奪:」 島4■ゞ
´
fi・羅 :警 鞣顆 鷺鰈

毎年10日 に|よ 反愛クラブ公員の皆さんから
1円王と家庭 |こ 据つているタオ/じ や維巾を寄付して

いただき、1円玉|さ 中野区社会福祉協議会へ、
タオ/じ と維巾|さ 中野区内の施設 |こ 寄贈する

社会奉仕事業を行つています。

■
'日

|1尋 り親睦バス旅行 1'

年2回 (吾 &秋 )公員間の親睦と研修を目的に、
日帰リバス旅行を行つています。

困み |こ 2019年薔|よ 水戸僣楽園の観梅と
那珂湊おさかなセングーで新鮮な海鮮料理 |こ

舌鼓を打ち、和と目と喘賞を楽しみました。
秋|よ 富士山や駿河湾の絶景が楽しめる日本平と沼津港の

海鮮グ′じメの旅です。
毎回バス3色を連ねての旅です。
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嘲D鋏画鑑賞会 (U)

6円 に開催。なかのZERO小 ホー/じ

にて名画 (東京都老人クラブ連a公推
薦)の観賞公を行います。

鬱卜せ性部が主催する事業 (D

★廿性部六公★
漱ゞ

メ
ド
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年1回 6目 になかのZERO小ホー′じ|こ て、医学の各分野
に造詣の深い先生を講師 |こ お招きし、

「健康講座」を行つています。
鷺1弯 玉瘍躍付、夕方∫♭商鍵 1蒻 の斃簾☆
年1回 10日 |二開催 スマイルなかの

鸞響作ιj爾鷲会★
年l回 9目 に中野区役所会議室|二 て、世界 |こ 一つしかない

作品づくりを楽しんでいただいています。
☆城西ザロツク廿性部健康教室事業☆
年I口 9日 に開催 公場 |さ 各区持ち回り

☆東京都老人クラフ連餞公主催健康フエステイバん☆
年1回 11目 |こ 開催 駒

'Rオ

llン ピツク記盆公園体育館
☆朧西フロツク練習公☆

11目 のホ番に備えて、城西プロツクが一堂に公し
レクダンス課題曲の練習公を行います。
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づくりや明る(活力に充ちた地域
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を広げていただくための応援プ
6目 より11目 (8目 Iよ お体み)まで5回、

なかのZERO六 ホー/し を公場に行つています。
困みに、2021年度のプログラムをご紹分しましよう。
第1回 :支えあいフォーラム1/超高齢化社会を楽しむため|こ

～公員と役員の対話集公～・

第2回 :支えあいフォーラム2/人生100歳 時代 !高齢者が
して住める中野のまち

～中野区の地域包括ケア|さ こ二まで進んでいる～
第3回 :健康講座1～おなか元気教室～

第4回 :健康講座2～コロす禍 |こ おける健康生活への
向きaぃち

第5回 :コ ン7-|｀～日ホの′[ilの歌～

「公報」発行

年2回、7日 と2目 |こ

公報を
発行しています。
是非ご覧ください。
ご希望の劇 よ
地域活動推進課

担当者 |こ

ご連絡(ださい

鰊鯰芸籠六公 瞑颯

年1回 11目 になかのZERO六ホールにて開催します。

《第I部 》反愛クラブの発展のために顕著な功績が
｀
あつたクラブならび

|こ 長期間 |こ わたつて功 ;i手 された会長をな彰します。

《第2部》芸能六公で、コーラスあり晨謡あり、日舞・フラダンス・手話ダ
｀

シス等々、各クラブが日ごろの練習の成果を発積します。
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☆地域活動支援部☆

ますます進む超高齢化社会を背景に、中野区反愛クラブ運a公の役割t
六きく変化してしヽます。活動の基粛方針に|よ 従来の1lilを 豊か|こ する
活動や地域への奉仕の活動に力Eえ、高齢者が害心して喜弓せる「見守り支えあい」の推進と「快適な居場所」と心の通う「仲間が集う拠点」

づくりを加えました。
この実現には、単位クラブ |さ tとより地区運置公活動の活性化が

｀

最重要課題となり、新組織設立のきつかけになりました。
具体的には、現在運盆公で行つている事業の一部 (健康推進事業)を
地区連曾公に香ね、また一方で|さ 、地区連a公独自の企画に基づく

事業に対する支援体制を構築することを進めます。
この実現 |さ、公員の宙さん|こ 禾」便性が

｀
増し、地域ならで|さ の特性を

生かすことでメllットは限りないと信じています。

☆公員増員部☆

ひとりでも多くの方が「反愛クラブ」をご自分の「購蟻断」として、
また「織撥機鍵」の場として、鸞購戦鸞入隻を維持していただきたい。

そんな思いから誕生しました。
目指すところは、1町公に1単 位クラブです。

そのために|よ 町公連曾公様の協力をいたださなが
｀
ら体眠・体止クラブの

再起支援か弓、地区連a公と連携しながら、革の根運動的に現存のクラブ
で1人 でも2人でも地道 |こ 公員を増やすための行動を起こすことだと

考えています。

中野区 地 i或 支えあい推進部地域活動推進課
璽: 3228-5571 慶]3228-5620

Product : Katsuji lllatsumotol2022-02-0 1 (

中野区友愛タラブ達盤会で1ょ ますますの超高齢イヒ
ー
か進轟なが:

‐人でも二人でも「健康」や「楽しみ」を共有していただく仲間を
増やすためこ地区活動の魅力づくりを応援する「地域活動支援部」と
':彎間を讐やそう|の事任部書として,会員増員部」を設置しましたも

申野区友愛クラブ連合会へあご入会ならびにお間い合わせはt■ 下記
′―‐ い ヨヽヒ

:Cし 連 絡ください:


