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スマイリー ジュニアクラブの平成 27 年度の
Ｓ

ＮＥＷ

新会員を募集します！

放課後や休日に、小学校や町のグラウンド・体育館などでスポーツ活動して
いる子どもたちを見かけませんか？ 彼らの多くはスマイリーのジュニアクラブと
して活動している団体の子どもたちです。
参加してみたい子や
「子どもに何かスポーツをしてほしい」
と考えておられる
保護者の方など、ぜひお気軽にお問い合わせください。
種 目

野 球

団体名

岸本八郷スポーツ 岸本小グランド 他
少年団野球部
（水･木･土･日）
溝口ベアーズ

サッカー
ソフトテニス

FCドミーニ
伯耆ソフトテニス
クラブ

ミニバスケット
伯耆バブルスJr.
ボール
バレーボール

主な活動場所､曜日

溝口小グランド 他
（水･土･日）
溝口中､スポーツ公園
町民岸本グランド 他
（火･木･日）
岸本小､ガーデンプレイス
（火･木･土）
岸本小､町民岸本体育館
（火･金･土･日）

伯耆バレーボール 岸本小体育館
クラブ
（月･水･土）

岸本武道館
（月･水･土）

溝口柔道
少年団

溝口武道館
（水･金）

岸本剣道部

岸本武道館
（火･金）

溝口剣道教室

溝口武道館
（火･木･土）

柔 道

剣 道

現地集合 10：00(公園入口）
〃 解散 12：30

対象:ベビー,キッズと保護者及び家族 雨天中止
（平常通りひよこの部屋で遊びます）
おにっ子ランドで元気いっぱい遊びましょう。お弁当を食べて12:30までに解散しますが、食べずにお昼前に
帰られても良いです。※持ち物(弁当・水筒・敷物・帽子・ベビーカー、おむつ他、各自必要な物)

にこにこデー

ひよこの部屋

13：30～16：00

3日
（金）
午前は、ひよこの部屋はお休みです。
１、行事の詳細は、子育て支援センターだより
「すくすく」
に記載していますので、ご覧ください。
すくすくだよりは各保育所、各図書館、健康増進室に置いていますのでご利用下さい。
また、町のホームページでもご覧いただけます。
２、子育て支援センター
（ひよこの部屋）
は溝口保育所の一室にあります。
【問い合わせ先】
３、上記行事以外はにこにこデーとして、どなたでもご利用できます。
開設時間内 （９
：
００～１１
：
３０ １３
：
３０～１６
：
００）
でしたら、いつ来て頂いても結構です。 子育て支援センター
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☎62－0130

【問い合わせ・申込み先】
伯耆地域包括支援センター(健康対策課 生活相談室内) ☎68－4632

地域包括支援センターNews

おにっ子ランド

こんにちは！ 伯耆地域包括支援センターです。

「春のお散歩」

親子ふれあい遊び

10：00～10：30 ゲーム・情報交換など

地域包括支援センターとは？

わくわくひろば 2歳以上

9：00～11：30 身体測定 など

地域包括支援センターは、住み慣れた地域でその人らしい生活を続けることができ
るよう、さまざまな方面から高齢者の皆さんを支える機関です。 保健師、社会福祉
士、主任ケアマネジャーなどが配置されており、それぞれ専門分野の仕事だけをするの
ではなく、互いに連携を取りながら
「チーム」
として皆さんを支えます！

24日(金)

ひよこの部屋

こんなことを行います！

わくわくひろば 1歳

① 介護予防ケアマネジメント

23日(木)

介護予防の推進をします。

わくわくひろば 0歳

9：00～11：30

② 地域支援の総合相談

22日(水)

ひよこの部屋

介護保険だけでなく制度や地域支援など様々な相談に応じます。

にこにこ土曜日

③ 権利擁護

「おはなし会」
をします・
・
・絵本やパネルシアターなど親子でお楽しみください (10:00～10:30)。
ひよこの部屋は、お休みです。閉めていますのでご注意ください。

虐待の早期発見・人権や財産など高齢者の権利を守ります。

9：00～11：30
13：30～16：00

このコーナーは、外国語指導助手（ALT）による
エッセイを、英語と日本語で紹介します。

皆さん、こんにちは！やっと春になりましたね。ほとんど毎日雨
が降っているのに、いつもの寒い日と違って、温かい天気はいい
ですね。旅行を楽しめることを期待しています。
数週間前、とてもうれしいことに、岸本中学校の２年生と一緒
に小さな畳を作ることができました。初めてですから、もちろんす
ごく下手でしたが、とても楽しくて、面白かったです。自分で畳を
完成させるために先生に手伝ってもらったので、私は本当に感謝
しました。幸せな時間の写
真を飾るために、小さな畳
の上に写真フレームをのせ
るつもりです。
今 月、春 休み中に旅 行
できるので、関西と九州に
行こうと思っています。ま
た友達にあって、人生を楽
しめますから。
ロバート
中学生と一緒に作った畳

④ ケアマネジメント

岸本保健福祉センター

赤ちゃん用の玩具づくりをしながら情報交換をしましょう。

４

よりよいサービスが提供されるようケアマネージャーの後方支援をします。

時 間

相談例

各団体の詳細は、募集要項を冊子にしたも
のを町内小学校の新２年生～６年生に配布して
います。クラブ事務局にも設置していますので
ご入用な方はお問い合わせください。

10：00～11：30

妊婦の方が対象です。

18日(土)

30日(木)

岸本柔道
少年団

ひよこの部屋

マタニティーひろば
出張子育て支援センター

町民岸本体育館
（水･日）

●介護保険サービスを利用したい。どんなサービスがあるか知りたい。
●介護のことで悩みがあるが、誰に相談していいか分からない。
●施設で暮らすための相談をしたい。
●自分や家族、近所の方の物忘れがひどくなってきた。
●足腰が弱り、外出の機会が減ってきた。
●虐待かもしれない。
●金銭管理や契約など大事な手続きをするのに自信がない。など

17日(金)

ところ

少年卓球教室

伯 耆 町 子 育て支 援 センター

7日(火)

行 事

卓 球

主な活動場所､曜日

月 の行事

と き

団体名

Hello everyone! Spring is finally here!
Although it rains almost every day, it is
good to have some warmer weather for a
change. I hope I can enjoy some travelling.
A few weeks ago, I had the great honor of
making a small piece of tatami with the
second year students at Kishimoto Junior
High School. It was my first time making
it, so I was very bad, but it was fun and
interesting. I was very grateful to the
teachers for allowing me to keep my
completed work. I intend to use the small
tatami piece to display my photographs of
happier times.
This month, I will be able to travel during
the spring vacation, so I think I will go to
Kansai and Kyushu. I’m looking forward
to enjoying life again.
Robert

高齢者の暮らしや介護について、お困りのことや聞いてみたいことがあり
ましたら、ぜひご相談ください。

【問い合わせ先】ほうきスマイリースポーツクラブ事務局
（スポーツ公園内）☎68-3775

種 目

（第38回）
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