
 
 
 

 

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≫ 

9 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  
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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 8月度 賛助金寄付  6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≫ ご寄付いただいてから１
年間、毎月発行のカフェ通信をご自宅まで郵送。 

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 

８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 

夏休み宿題応援企画  

ポスター＆書道 

参加してくれた子供たち 

頑張りました💮 

指導してくださったボラ

ンティア先生の皆さんあ

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 14２号 202２年９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) 

第 2 期コース 9/5～11/25 

第 3 期コース 12/6～3/14 

受講料 59,000 円(ﾃｷｽﾄ代込) 

生活援助従事者研修 

 第 3 期コース 12/1～3/30(午前のみ) 

全 19 回    受講料 17,750 円 

当法人で活動して下さる方は 2,750 円で 

受講できますので問合せ下さい 

移送サービス運転協力者講習会 
  

 

第 2 回 9/29.10/17.11/14  

８月３日 藍染め体験会 

この季節ならではの、藍の生葉染め 

目に優しい緑色の葉から、どうして

こんなにも鮮やかな青が出るのか

と感動します。「青は藍より出でて

藍より青し」のことわざの所以を体

感的に学べた時間になったでしょ

うか(*^-^*) 

Thank you  
居場所に保管してある体操着を

ボランティアさんがきれいに 

整頓して下さいました。 

 

月 火 水 木 金 
   １ ２ 

   豚肉と厚揚げのﾁﾘｿｰｽ ミックス揚げ 
   筍の土佐煮・ごま和え 高野豆腐の煮物 
   もやしサラダ 野菜サラダ・甘酢生姜和え 

５ ６ ７ ８ ９ 

焼き餃子 手作りカニ玉 うどん 白身魚のレモン蒸し カレーライス・福神漬け 
ひじき煮・ツナサラダ さつま揚げの煮物 天ぷら・浅漬け 南瓜のいとこ煮 えび蒸しぎょうざ 
みそマヨ和え コールスロー・ごま和え 大根とツナの煮物 ごまドレサラダ・昆布和え トマトサラダ・おかか和え 

１２ １３ １４ １５ １６ 

鮭の塩焼き 焼きそば・いなり寿司 豚肉の生姜焼き 豆腐の挽肉包み揚げ 白身魚のフライ 
厚揚げの煮物・カニカマサラダ オムレツ・おかか和え 切干大根の煮物 昆布煮・辛子和え さつま芋の甘煮 
ピーナッツ和え 粒マスタード和え 春雨サラダ・ゆかり和え マカロニサラダ みぞれ和え・お浸し 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

ちらし寿司・すまし汁 かれいのおろし煮 豚肉と玉ねぎの卵とじ 筑前煮 手作りしゅうまい 
肉詰いなり煮・わさび和え 豚肉とピーマンの炒め物 揚げだし豆腐 竹輪の磯辺揚げ きのこの煮物 
きのこソテー・煮豆 ツナサラダ・たくあん和え 辛子和え・浅漬け 和風サラダ・梅マヨ和え スパサラ・浅漬け 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 
鯖の味噌煮 炊き込みご飯 チキンのトマト煮 麻婆茄子 うどん 

水餃子・人参サラダ 魚の南部焼き・煮豆 チャプチェ風・お浸し えび蒸しぎょうざ 天ぷら・甘酢和え 
なめたけ和え 竹輪の煮物・辛子和え 花野菜サラダ 中華サラダ・わさび和え 切干大根煮 

 

【群中マチカド美術館】 

群馬中央中学校の生徒さんの作

品を地域のお店や施設で楽しむ

事ができます。 

近隣大家族でも 

8/19～9/30まで 

展示しています。 

ぜひ足を運んで 

下さい。 

～ご挨拶～ 赤トンボが飛び始め、季節は秋へと移り変わろうとして

いることを感じますが、まだまだ暑さは続きます。体が疲れてくる時

期ですので、しっかり栄養を摂り、しっかり休息をとることを心掛け

て体調を整えましょう。 

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。 

● ９月１日は防災の日 ● 

これは 1932年 9月 1日に発生した関東大震災にちなんで記念日に

されたものです。災害への意識を忘れないようにという事で制定さ

れました。この機に防災グッズ等の見直しをしておきたいですね。 
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   １ ２ 
   ≪囲碁将棋の日≫ 

10：00～ 
 

楽しい漢方のお話 
テーマ「不眠症」 

13：30～ 

５ ６ ７ ８ ９  
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 
 

コーヒー・紅茶 
半額の日 

 

≪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 

美化ボラの日 
9：40～ 

子育て応援パン 
14：00～17：30 

１２ １３ １４  １５ １６  
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
おとなのぬりえ 

1３：３0～ 

しゃべるんべぇ 
１０：00～12：00 
学生が教えまスマホ① 

13：00～15：00 

アコーディオンで歌おう 
１０：00～ 

学生が教えまスマホ② 
13：00～15：00 

≪囲碁将棋の日≫ 
10：00～ 

 

コーヒー・紅茶 
半額の日 

 

１９ ２０  ２１ ２２ ２３ 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
チャリティプランツアート 

13：00～14：30 

学生が教えまスマホ③ 
10：00～12：00 

大正琴で歌おう 
1４：00～ 

 

≪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 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 
タオル帽子作りましょ！ 

10：30～14:00 
コーヒー・紅茶 
半額の日 

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～ 

 

コーヒー・紅茶 
半額の日 

 

 

≪ 今月のイベント紹介コーナー ≫ 是非参加して下さいね！ 

9 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）  

 ９月５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) 

 

 

 

 ９月２１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 

  

９月１４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 

 

話を聴いてもらってスッキリ✨ 

よし！やる気がでてきたゾ！。そんな体

験に魅了され対話の場をたくさん設けて

います。あなたの話を聴かせてください。 

玉村対話研究会「む～に～」関根みえ 

しゃべるんべぇ  

９月１３日（火）10：00～12：00  

 

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渡しいたします！ 

 

学生が教えまスマホ！  
① ９月１３日（火） 

1３：００～1５：０0 
担当：パース大学  

     定員：5名 

 

要予約 

 

要予約 

定員 ４名 参加費 500 円（お茶菓子付き） 

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。 

楽しい漢方のお話 
９月２日（金）１３：３０～ 

みえこさんの 
９月２３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。 

チャリティプランツアート 

ドライフラワーを使って作品を作り

ます。 参加費 150円（子ども食支援募金）  

９月１９日（月）1３：00～14：30 

② ９月１４日（水） 
1３：００～1５：０0 
担当：パース大学 
定員：5名 

③ ９月２０日（火） 
10：００～12：０0 

担当：群馬社会福祉大学
定員：６名 

 日頃のちょっとした悩み、スマホで解決できるかも？ 

学生さんが１対１で個人のニーズに沿って使い方の提案をしてくれます。 

③ではゲームを交えながら、楽しく実践的な操作を教えてくれます。 

申込の際、ニーズ把握のため、いくつか質問させていただきます。 

御礼！！ 認定NPO法人の認定が更新できました！！ 

じゃんけんぽんは、平成24年に群馬県で初の「認定NPO法人」の認定を受け

活動して参りました。お陰様でこの８月に二度目の認定更新を受け、引き続き

「誰もが安心して暮らせる地域づくり」の実現に向けた活動に努める所存です。 

皆様の日頃のご支援ご参加に心よりお礼申し上げますと共に変わらぬ 

ご支援を宜しくお願い致します。 

認定 NPO法人とは 

 

 
認定 NPO 法人とは、広く一般から寄附を受ける等支持を受けていること、活動や組織運営が適切に

行われていること、法人に関する情報をきちんと公開していること等、一定の基準を満たすものとし

て所轄庁の認定を受けた特別な NPO法人のことを言います。 

この認定 NPO法人制度は、寄附者に対する税制上の優遇措置を設けることで 

NPO法人への寄附を促し、市民自らが社会のためのさまざまな活動を支えていく 

仕組みなのです。また、認定 NPO法人自身も税制優遇措置を受けることができます。 

より良い社会へ 

賛同者 

認定NPO法人 

自分たちの 

住む地域のために 

この法人の活動を 

応援したいな！ 

地域課題に対し 

できることの幅

が広がります。 

寄附者の数が認定

を受ける際に指標

の一つとなります。 

＊更新は５年ごと。 

＊１年間で１００世帯以上から 

１口3,000円以上の寄附が 

必要。（５年間の平均） 

 安定して賛同者が多い

事は、公益性が高いと

みなされるわけね！ 

 
群馬県には800以上

の NPO法人が存在

する中、「認定 NPO

法人」は１１法人のみ！ 

寄附したい！！ 

027-350-3191へ 
お電話ください。 

どうしたら良いの？ 

寄附したら税 

の優遇措置も 

得られて嬉しい！ 

＊NPO 法人は「認定」で

ないと優遇されない。 

 
ふるさと納税に 

ちょっと似てるね！ 

 
みなさんのカラダの不調を解決します！！ 

柔道整復師と管理栄養士が在籍しています。 

あなたのカラダを内側から外側から整えることに

よって健康を目指していきます！ 

☎０２７－３９５－４３２４ 
高崎市菅谷町 1243-10 

 

〒370—3522 

最終受付：午前（月～土 13：00 まで）   

午後（月～金 19：00 まで） 

定休日：土曜日午後/日曜日/祝日 

＊営業時間 

メニュー（税別） 身体調整…5,000円 
マタニティ安産調整…4,500円 etc. 
＊初回のみ別途初検料 2,000円が 

発生いたします。 

 まちの整体サロン 紹介コーナー
 

 

 

 まちのカフェ 紹介コーナー 
 

各席の隣にキッズスペース、授乳室にオムツ替台、 

熱湯の出るウォーターサーバーが設置されている

など、小さなお子様連れのお出掛けを全力で応援す

るカフェレストランです。９月より週末の晩ご飯 

こども食堂開催予定です。詳細はお問合せ下さい。 

〒371-0044 

前橋市荒牧町 2-47-14 

☎ 027-289-2282  
 

まままカフェ 

【営業時間】 11：00 ～ 15：00 

       日曜・祝日不定休 
HP 

チェック 


