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厚生労働省の発表によると、日本人の平均
寿命は現在、男性80.75歳、女性86.99歳で過
去最高を更新しています。これから迎える超
高齢社会、人生100年時代を生きるためには、
何が必要でしょうか？「ＬＩＦＥ ＳＨＩＦ
Ｔ～100年時代の人生戦略～」の著者であるリ
ンダ・グラットン氏によるとそれは知識、仲
間、いい評判の3つだということです。貧困と
孤独から身を守り、充実した人生を送るため
に、何を準備すべきか、今まさに皆が真剣に
考える時なのではないでしょうか。
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6月3日（土）パルシステム東京辰巳ビル2階

多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」にて「
第18回定期総会」を開催しました。

お忙しい中、お集まりいただいた皆様、そ
してメッセージをお寄せいただいた皆様に、
心より感謝申し上げます。

2017年度は、昨年より取り組んできた「オ

レンジカフェ」（認知症カフェ）を中心に、
地域包括ケアシステム構築のための地域づく
りに寄与して参ります。行政や社会福祉協議
会、地域包括支援センターを始めとする関連
機関と更に連携と深め、情報交換＆発信に努
めます。

具体的には、「オレンジカフェ」（認知症
カフェ）を今秋9月から再スタート、10月には
江東区豊洲文化センターにて「オレンジカフ
ェ」拡大版（仮称）の開催を予定しています。

受託事業であるパルシステム東京多世代交
流ひろば「パルひろば辰巳」運営にも、より
密接になった地域の繋がりを活かして、サロ
ン、サークル活動を通じた仲間づくりの活性
化を図っていきます。また、女性のキャリア
支援として「えんカレッジ」を引き続き開催
して参ります。

NPO・えんは、まちづくり・女性のキャリア実現・市民活動をサポートします。

NPO・えん ニュースレター “まりーむ”

代表理事 根本 久仁子

＜オレンジカフェ＞開催案内

◆日 時： 9月9日（土）14時～16時
◆テーマ： 認知症サポーター養成講座（予定）

◆定 員： 20名
◆場 所： パルシステム東京
多世代交流ひろば「パルひろば辰巳」
江東区辰巳1-1-34 Tel 03-3522-0302
email: npo-en@npo-en,com
お申込みは上記宛先までＴＥＬもしくは
メールにて。



多世代交流ひろば事業

パルひろば辰巳の開催企画のご報告

パルひろば辰巳では辰巳地域の皆様が主体で行
なっている9サークルが活動しています。絵習字あじ

さい、水彩画秋桜の会、辰巳川柳会は毎年パルひ
ろば辰巳のお祭りにも作品を発表しています。

●江東気功会
健康維持が目的に月2回の活動をしています。また、

桜の季節には毎年メンバー全員でお花見に行き、
踊りや大正琴の演奏などを楽しんでいます。

●大正琴を楽しむ会

大正琴を楽しんでいます。大正琴は左右の手が違う
動きをするので頭の体操になります。気功会のメン
バーが立ち上げたサークルで‘さくら’から始まり
様々な曲に挑戦しています。

●絵習字あじさい

絵と習字を一緒にしたようなものが絵習字です。お
手本を見ながら半紙にテーマの絵を描き、題材を隠
し字にして入れていきます。同じお手本から描いても
夫々に違いがあり、絵の中から題材を見つけ出す
のも楽みの一つです。

●辰茶会

気持ちを落ち着け、日本文化を楽しんでいます。毎
回静かな空気の中、お茶を立てると心がゆったりし
てきて和菓子は美味しく心が豊かになります。和気
藹々とメンバー同士の会話が弾んでいます。

●水彩秋桜の会
季節の花や静物を題材に描いて
いきます。絵を描きながらお話を
したりひろばでお茶をしたりして
親睦を深めています。

２０１7年もステップアップ！

●たつみ川柳会

日々の生活に目をむけ客観的な目で川柳をつくりま
す。メンバーで句を発表すると色々な意見が出て楽
しいです。

●たつみdeハッピーフラ

メンバーはフラダンスを楽しむと共に、毎月施設慰
問のボランティアをしています。

●チューリップの会

地元の高齢者の方が茶話会や体操、小物作りなど
を楽しんでいます。メンバーが講師役を務めて根付
作りをしたりしています。江東区の社協の方も見学
に来ます。

●バレトンエクササイズ

バレエとエクササイズを組み合わせたバレトンは、
若いママが美容と健康のために活動をしています。
子どもを身近で遊ばせながら参加できるので、普段
は子どもがいて気兼ねしがちなママも気楽に参加し
ています。

どのサークルも参加者が活き活きと活動を楽しんで
いて、好奇心旺盛に新しい課題に取り組んでいます。
サークル活動を通じて友人の輪を広げて毎日の生
活を充実させています。
江東気功会のメンバーが中心になって6月には江東
区の社協のメンバーにも参加いただき「KOTO活き粋
体操」を開催しました。

気功の会 大正琴を楽しむ会

たつみ川柳会

バレトンエクササイズKOTO活き粋体操

チューリップの会



自 主 事 業 報 告

自主事業報告
えんカレッジ開催報告

●4/27（木）5/24（水）おしゃれ着物リメイク術
講師：澤田朋子さん
（アンティーク着物リメイク・アドバイザー）
タンスの中にしまっていた着物を再び蘇られるヒン
トをみつけよう！という目的で企画した講座ですが、
予想以上の反響の大きさにびっくり。急遽追加開催
を決定して2回にわけて実施しました。
講師は、「からくり人形研究会」副会長も務める澤
田朋子さん。当日は、豊富なリメイクアイデアに会場
から驚きの声があがりました。

●5/30（火）紫外線対策＆リフトアップメーク
講師：河西 修子
（ＮＰＯ法人プラチナ美容塾副理事長）
年齢を重ねても美しくありたい！夏の季節美容とし
て重要な紫外線＆リフトアップメークを学びました。
ポーラで40年間美容、販売部門で美容スタッフ育成
、エステティシャン資格の実績を持つ講師が、ＤＶＤ
を上映しながら、わかりやすく解説。最後には一人
一人にあったリフトアップ眉を指導するなど満足度
の高い内容になりました。

●6/27（火）漢方かっさ＆よもぎセラピー
講師：孫 春玲さん
（一般社団法人日本経絡かっさ促進会）
梅雨から夏に向かうこの時期、冷房などで暑くても
身体は冷えています。夏の冷え性対策として効果的
な「温補よもぎセラピー」を実践しました。講師の孫
春玲さんは1993年2月に来日、中国人の生活の知
恵である「未病予防」の考え方と、誰でもできる「経
絡かっさ自然家庭療法」の魅力を伝えることがライ
フワークになり、様々な「経絡かっさ養成講座」を開
催中。

●7/7（金）個人事業主(プチ起業)のための
発想力・思考力向上講座
講師：芦沢壮一さん（スキルノート主宰・ファシリテー
ター）
様々な分野の事業主の皆さんが参加し、「あなたの
考える銭湯」などユニークなワークを通して自由な
発想力を高めるグループワークを行いました。参加
者同士の意見からも刺激をもらい様々な思考の方
法など大きな気づきがあったと、参加者から大変好
評をいただきました。

着物リメイク術では参加者もリメイク体験

紫外線対策＆リフトアップメークの講師の河西修子さん

発想力・思考力向上講座でのワークの様子

漢方かっさ＆よもぎセラピーを参加者が体験



■NPO・えん会員状況(2017年7月1日現在)会員数58名[正会員数25名/参助会員33名（内団体２）]

編集だより

NPO・えん第69回理事会報告

「NPO・えん第69回理事会」は2017年5月10日

（水) 、役員6名の出席を得て、NPO・えん事務所に

おいて10時32分より開催されました。「報告事

項」として（１）パルシステム東京との業務委託契

約について、また「協議事項」として（１）定期総

会の議案整理の件（２）次年度の通所型サービスＢ

の件（３）定期総会運営の件を協議し、14時35分

に無事に閉会しました。

＊は、パルシステム東京の受託事業です
ふれあい食事会・ふれあいサロンは、広報集客の部分のみ活動

エヌピーオーえん

5339909

無事総会も終わりほっとした気分で6月が過ぎました。

この四半期、いくつか新しい企画をえんカレッジで

実施する機会があり、定番の講座とは違った参加者

が集まりました。企画を考えることは難しいもので

すが、幸い各所からアイデアや持ち込みをいただく

ことが増えてきました。参加者が講師になるというこ

ともここではよくある話です。いい意味で循環する仕

事づくりにつながればいいなと思います。

活動報告
4月 1 万里夢７2号発行

パルひろばイベントカレンダー 発行＊

7 元気サロン＊

13 うたの広場＊

15 暮らしの相談室＊

21 椅子ヨガ＊

23 ＣＷ連絡会シンポジウム2017

27 えんカレッジ（着物リメイク講座）

28 ママヨガ＊

5月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

10 第69回理事会

12 元気サロン＊

16 まごころ食事会＊

18 うたの広場＊

19 椅子ヨガ＊

20 暮らしの相談室＊

24 えんカレッジ（着物リメイク講座）

ＣＷ連絡会総会

30 えんカレッジ（紫外線対策講座）

6月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

2 元気サロン＊

3 定期総会

8 うたの広場＊

13 パルシステム東京総代会傍聴

16 椅子ヨガ＊

17 暮らしの相談室＊

うたごえ喫茶＊

23 ママヨガ＊

27 えんカレッジ（よもぎセラピー）

予定
７月 5 万里夢７３号発行

パルひろばイベントカレンダー 発行＊

7 元気サロン＊

えんカレッジ（思考力向上）

13 うたの広場＊

15 暮らしの相談室＊

21 椅子ヨガ＊

28 ママヨガ＊

８月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

ＣＷ連絡会定例会

3 うたの広場＊

９月 1 パルひろばイベントカレンダー 発行＊

16 暮らしの相談室＊

26 まごころ食事会＊

NPO・えんの活動

9-15　夏季休業


