
 
 
 

 

配達は月～金行います。ランチと同じメニューです 

こころまち弁当のご案内 
 

≪地域を見守るじゃんけんぽんの配食サービス≫ 

７月のメニュー 

※ 市の補助弁当も行っています。本人負担３50円 
 認定NPO 法人じゃんけんぽん事務局  

 

料金：１食 ７００円 配達ｴﾘｱ：旧群馬町ｴﾘｱ/旧箕郷町ｴﾘｱ  

,kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,,  

0   います。         

≪愛情こもってます≫ 

 

～近隣大家族は、だれでもいつでも気軽に過ごせるみんなの居場所 この街で自分らしく生き抜くために~ 

 
 
 
 

   
 
 
 
  

  

●コーヒー      ・・・２００円 
●ホットケーキ   ・・・２００円 
●スイートポテト  ・・・１００円 
●バニラアイス   ・・・ ５０円 

   
※お茶はセルフサービス（無料） 

ランチチケット 4枚+コーヒー券 1枚⇒２，200円 

コーヒーチケット 5枚+コーヒー券１枚⇒1,000円 

＊お得なチケット＊ 

日替わりランチ  
１２：00～１３：００（売 り切れ御免 ） 

ボランティア募集中！ あなたの力が必要です 

栄養バランスの 

良いお弁当は、産前

産後のママさんにも 

 オススメです！ 

 

≪ 賛 助 金 の お 願 い ≫ 
 
～じゃんけんぽんの活動賛同者として賛助金の寄付のお願い～     
当法人は地域課題の解決に向けた活動を行うため、皆さま 

の貴重なご寄付を頂いております。地域に寄り添い変化して 
いく法人であるよう頑張りますので今後も認定 NPO法人 
じゃんけんぽんにご寄付頂けます様宜しくお願い致します。 

～ 202２年 ６月度 賛助金寄付  ３名  ～ 
賛助会員になって頂きましてありがとうございます。 

引き続き当法人を宜しくお願い致します。 

 

 
1口：３,０００円～(申込書は近隣大家族にて) 
≪賛助して頂いた方へ特典≫ 
毎月発行カフェ通信近隣大家族をご自宅まで郵送。 

サポーター大募集！！ 
 

助け合い活動のサポーター。 
今は誰かの為に！ 
時には自分の為に！ 

会員登録 １日１日何かのご縁で出会いがあり助け合いがあることにちなんで… 
一般会員：５円(縁)×３０日×１２か月＝１，８００円(１年間) ※詳しい資料・説明は事務局までお問合せください。 

ちょっとしたお困りごと・お願いごと・タダ(無料)では頼みにくいことを「お互いに助け合う」活動です。 

困ったなあ！助けてほしい！！ 
誰か助けてくれないかしら！！ 
どうしたらいいのかしら？？ 

私も何かしてあげられる！！ 
何か人の役に立ちたい！！ 

困ったときはおたがいさまで！！ 
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いつかは私も助けてもらうかも…でも今は出来ることを誰かのために… 
そんな方是非助け合い活動にご参加下さい！待っています。 

☎：027-350-3191 

日替わりランチ 

【 お問合せ 】 

見守り 

弁当配達 
＊居場所での 

イベントボランティア 

も喜ばれています。 

お気軽にお問合せください。 
 TEL：027-350-3191  
 

 
キッチン 

調理 

６月の近隣大家族の様子 

 

 

お互い様 

助け合い活動 

お問合せ 認定 NPO法人じゃんけんぽん企画研修部 

６月１２日 ゴミ拾い with YSP群馬 

雨の予報もはねのけて、５１名の方が

参加され、ゴミ拾いを通して各々の考

えをめぐらす良い時間となりました。

YSP群馬の皆さん、参加者の皆さん、

応援に駆けつけて下さったアンカン

ミンカンの富所哲平さんありがとう

ございました。 

●子どもランチ    ・・・２５０円 

●こどもの食支援ランチ・・・７００円 

     

 

第 14０号 202２年 7 月１日 
 
 

発行/認定 NPO 法人じゃんけんぽん カフェ通信編集室 

TEL : 027-350‐3191 
〒370-3521  高崎市棟高町 954-8 

e-mail : ｋｉｎｒｉｎ@jankenpon.jp 

 ～ カフェ定休日：土・日～  

Facebook 

じゃんけんぽん HP 

ご協力よろしくお願いします。 

（中学生以下） 

     
こどもの食事を応援できるランチです 

     

 5５0円 

 
202２年度 開講予定の研修  いずれの研修に関しても詳しくはホームページをご覧いただくか、直接電話でお問合せ下さい。 

 
 
 
 
 
 

電話：027-350-3191 (担当： 吉川) 介護職員初任者研修 
(旧ﾍﾙﾊﾟｰ 2級講習) 

介護職として働く上で必要

になる知識・技術を習得する

ことができる研修です。 

生活援助従事者研修 

 家事援助を中心としたサービスの

担い手を育成するための研修です。

地域の高齢者の暮らしを支える 

お手伝いをしてみませんか？ 

移送サービス運転協力者講習会 
  

 

地域で移動が制限されている方を 

車両を使用して支援を行う 

ために必要な講習です。 

６月５日 環境の日 

イオンモール高崎様よりお誘いいただき 

環境の日に SDGｓイベントに参加させて 

いただきました。体操着の有効循環の取り 

組みを沢山の来場者の方に知っていただけ 

る良い機会となりました。 

またイエローレシートキャンペーンでもい 

ただいた寄付を、配食で使用する炊飯器等 

の購入に活用させていただきました。 

ご協力いただいた皆様ありがとうございます。 

６月２１日 はぎ和俊 歌謡ショー 

プロの歌に皆さん聴き惚れていらっ

しゃいました。楽しいひと時にお帰り

の際には「あー良かった！良いものが

聴けたよ！」と満足そうでした。 

～ご挨拶～ 暑い夏がやってきます。体力の消耗や熱中症などの心配

事が多い季節です。夏バテにならないよう、こまめな水分補給や涼し

い時間帯に活動予定を合わせる等、元気に過ごせる工夫をしましょう。 

 

月 火 水 木 金 
    １ 

    豚肉と玉ねぎの卵とじ 
    高野豆腐の煮物 
    ツナサラダ・ごま和え 

４ ５ ６ ７ ８ 

アジの南蛮漬け 手作りしゅうまい 鶏もものネギ味噌焼き ちらし寿司・七夕汁 鮭の塩焼き 
切干大根煮  厚揚げの煮物 昆布煮 肉詰めいなりの煮物・煮豆 南瓜のいとこ煮 

フレンチサラダ・酢味噌和え スパサラ・お浸し 春雨サラダ・辛子和え きのこの煮物・わさび和え ごま味噌和え・甘酢和え 
１１ １２ １３ １４ １５ 

うどん 酢鶏 焼き餃子 手作りかに玉   ホイコーロー 
天ぷら 炒り豆腐 ひじき煮 チャプチェ風 厚揚げの煮物 

厚揚げの煮物・お浸し ごぼうサラダ・おかか和え トマトサラダ・お浸し わかめサラダ・辛子和え 人参サラダ・なめたけ和え 
１８ １９ ２０ ２１ ２２ 

魚のムニエル 彩りごはん・みそ田楽 カレーライス・福神漬け 豆腐の挽肉包み揚げ サワラの照り焼き 
夏野菜のトマト煮 ほっけの塩焼き えび蒸しぎょうざ 南瓜煮 揚げ出し豆腐 
辛子マヨ和え・ポン酢和え フレンチサラダ・ナムル コールスロー・浅漬け ピーナッツ和え・昆布煮 マカロニサラダ・わさび和え 
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 
ミックス揚げ 焼きそば・いなり寿司 うどん さばの味噌煮 肉じゃが 

さつま揚げの煮物 オムレツ 天ぷら 竹輪の磯辺揚げ 金平炒め・春雨サラダ 
和風サラダ・甘酢生姜和え 若竹煮・みぞれ和え がんもの煮物・酢の物 もやしサラダ・ごま和え 粒マスタード和え 
 

夏は適度に汗をかき、よく笑おう！ 

陽気が高まり、万物が成長する夏には、血をめぐらす心臓系の働きが活発になります。 

適度に汗をかき、よく笑って過ごす事が夏の滋養になります。こもった熱を冷まし」、炎症を 

鎮めるゴーヤと熱さまし潤いを補う豆腐を組み合わせたゴーヤチャンプルーは夏の養生食です♪ 



 

 

； 

 

 

 

    １ 
    楽しい漢方のお話 

テーマ「食欲低下と胃腸の話」 
13：30～ 

４ ５ ６ ７ ８  
Ｄ’ｓカフェ《認知症カフェ》 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
 

おしゃべりと手仕事 
１０：00～12：00 

≪大正琴練習会≫ 
13：30～ 

≪囲碁将棋の日≫ 
10：00～ 

 

コーヒー・紅茶 
半額の日 

 

１１ １２ １３  １４ １５ 体操着循環日 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
おとなのぬりえ 

1３：３0～ 

おしゃべりと手仕事 
１０：00～12：00 

 

アコーディオンで歌おう 
１０：00～ 

 

≪囲碁将棋の日≫ 
10：00～ 

子育て応援パン 
14：00～17：30 

美化ボラの日 
9：40～  

子育て応援パン 
８：３0～17：30 

１８ １９ ２０ ２１ ２２ 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
コーヒー・紅茶 
半額の日 

コーヒー・紅茶 
半額の日 

大正琴で歌おう 
1４：00～ 

 

≪囲碁将棋の日≫ 
10：00～ 

 

要予約 
ポスターを描こう！① 

10：00～15：00 
 

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
要予約 藍染め体験会 

10：00～12：00 

もっていきん祭 
10：0０～ 

≪大正琴練習会≫ 
13：30～ 

 

≪囲碁将棋の日≫ 
10：00～ 

子育て応援パン 
14：00～17：30 

みえこさんの保健室 
11：00～14：00 
子育て応援パン 
８：３0～17：30 

 

≪ 今月のイベント紹介コーナー ≫ 是非参加して下さいね！ 

７月の予定 入場無料です。お気軽にお越し下さい。 
月 火 水 

 

木 金 

棟高 

～随時個別相談に応じます～ 

  
  
  

個別相談受付 

じゃんけんぽんの介護支援専門員が 
ご相談に応じます。 
家族が認知症で困っている。ご家族に 
障害者がいる等、高齢者・障害者の 
ちょっとした困り事・相談がある方は、 
下記連絡先にお電話下さい。 

じゃんけんぽんの介護支援専門員による 

Ｄ’sカフェ （ディーズカフェ）  

 7月 4日（月） 
１０：００～１２：００  

「認知症のご本人」・「介護者」・「認知症に
ついて話したい方」等どなたでも参加ＯＫ 

☎：027-350-3193(生活支援室) 

 

ラジオ体操しましょう！ 
毎朝９：３０～ 

ポイントを集めてコーヒー券をもらおう。 

 

 

 ７月２０日（水）１４：００～ 
大正琴で歌おう 

「歌おう」イベントは 30分～40分 

＊距離を取って ＊マスクはしたまま 

  

７月１３日（水）１0：００～ 

☎:027-350-3191 
【 お問合せ 】   
認定 NPO 法人じゃんけんぽん カフェ通信編集室 

居場所は、体温測定、手指消毒、マスク着用、換気などの感染症予防に努めて開いています 

が、状況によっては 予定していたイベントを中止しなければならない可能性もございます。 

日が迫ったイベントの開催の有無については、お気軽にお電話でお問合せ下さい。 

場合によっては入場制限をさせていただく事もございますのでご了承下さい。 

 

 

アコーディオンで歌おう 
 

みんなの居場所をきれいにしよう！ 

子連れＯＫ！どなたでも大歓迎！ 

気軽にできるボランティアです😊 

今回は外テーブルの修繕です。 

美化ボラの日  
７月１５日（金）９：4０～ 

 

７月１日（金）１３：３０～ 
楽しい漢方のお話 

今回のテーマ 「関節痛」 

 

 

子育て応援！パン無料配布✨ 

毎月第２・第４木曜日とその翌日 

中学生以下のお子さんがいるご家庭にお配りします！ 

 

ポスターを描こう！  
①７月２２日（金）定員６名 

②8月 9日（火）定員６名 
両日とも 1０：００～1５：０0 

未来へつなぐ 

 
「近隣大家族」は、世代や立場に関係なく地域住民が交流できる場となっております。 

学校の長期休みには子供の利用も増え、異世代が交流する光景にほっこりします。 

のご案内

公式 LINE 

子どもランチ提供状況 

子どもランチは皆さんからの 

★食支援募金（一口 150円）及び 

★賛助金（一口 3,000円）により 

中学生以下の子供達に 1食 250円での

提供が実現しています。 

2022年上半期（１月～６月）は 

４０食提供に対し、12,000 円を子ど

も食支援に使わせていただきました。 

★対象地域にお住いの小学生 

配達１食 300円（棟高のみ） 

★中学生以下のお子さん 

テイクアウト１食 250円 

ご利用には事前申し込みが必要になります。

右記ＱＲコードを読み取り登録いただくか 

下記までお電話でご連絡下さい。 

＊詳細は「近隣大家族」にチラシがございます。 

☎０２７－３５０－３１９１（本部） 

今を生きる子供たちが描く「未来」は、時の流れの先の「現実」です。 

それゆえ子供たちの体験とそこに生まれる感情は、未来を創る糧となるでしょう。 

子供たちはどんな未来を望むのでしょうか。 

私たち大人は、どんな未来を渡せるでしょうか。 

人はコミュニティが少ないと視野が狭くなり悲観的になってしまいがちですが 

子供たちが伸び伸びと育つことができる地域社会であれば、そこで生まれる 

「思いやり」「優しさ」「感謝」「愛情」「希望」といった温もりある感情が 

心地よい未来を創る糧になるように思います。 

『地域の子供は地域で育てる』という考え方は、自分の孫子に限らず 

子育てがずっと身近であることで、過去から今そして未来へと 

温かい想いをつなぐ大切な意味を持っているかもしれません。 

 
 

 

 まちのお医者さん 紹介コーナー
 

【診療時間】 

 

 

  

【休診日】木曜日・日曜日・祝日 

 〒370-3５２１ 高崎市棟高町 94－１  
 ☎ ０２７－３８６－２５９２ 

私たちは目の前の治療に止まらず、患者さんの人生を見

すえて「その先を診る」ことを大切にしています。その

為に、治療後のケアや人生の最期を迎えた時の看取り、

更にご遺族のケアに到るまで「その先を診る」ことが私

たちの目指す「笑顔の医療」につながると考えています。 

訪問診療が可能な内科 

院長：高田晋（たかだすすむ） 

 藍染め体験会  

藍の葉で草木染します。 

コースターかレースの

靴下をお選び下さい。 

要予約 

７月２５日（月） 
１０：００～１２：００  
 

定員…６名  参加費…５０0円 

要予約 

 みえこさんの 
７月２９日（金） 

1１：００～1４：０0 
看護師で助産師の高津三枝子さんが相談 

に応じてくれます。お気軽にご参加下さい。 

夏休みの宿題お助け企画 

夏の書道教室  
８月１２日（金） 
1３：３０～1５：３0 

参加希望の方はお電話ください。持ち物や注意事項についてご説明いたします。 

定員になり次第申し込みを締め切ります。 

 
 

 

 まちの企業さん 紹介コーナー
 

 
 

☎ 027‐3８６-９５３７ 
FAX  027‐3８６-９95７ 

 

〒370-35１９ 

高崎市冷水町 186-4  
 

【営業時間】9：00～17：00 

【定休日】日曜日・祝日・年末年始   

 

株式会社 Civil Link 

私たち Civil Link（シビルリンク）は建設関連の会社です。

トンネル・道路・ダム等を対象に測量・地質調査・点検

を主に行っています。『地域に密着した専門的な視点から

の社会貢献および、群馬県の発展』を目指してます！ 

お問い合わせはお気軽に！！ 

https://civil-link.jp  ホームページ 

代表取締役 篠崎 典之  
 


