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生きがい･健康づくり事業（平成 24 年度事業） 

【施設】 

入居者 地域

佐倉 2012年4月1日 花見の会 朝市の会 199 -

神戸 2012年4月9日
頌栄保育園交流会
第1回ジャガイモの植え付け経過観察

ご入居者　植田善弘氏 6 26

伊豆高原 2012年4月24日 津軽三味線コンサート
津軽三味線：椿正範氏
和太鼓演奏者：橋本大輝氏
プロ民謡歌手：浅野優子氏

30 2

神戸 2012年5月6日
頌栄保育園交流会
第2回ジャガイモ畑の草取り、芽の間引
き、サツマイモ苗植え付け

ご入居者　植田善弘氏 10 23

伊豆高原 2012年5月7日
体験教室
苗植え（もち米つくり）

小川 信雄氏 10 1

京都 2012年5月13日 新緑のお茶会 京都府立菟道高校茶道部 49 25

神戸 2012年5月15日
第1回自然講習会
新緑の草木

ひょうご森のインストラクター会
岡本 俊一氏　辻 美由紀氏　堀池保子氏

19 0

伊豆高原 2012年5月16日
開設33周年記念祭
フルートとハイバリトンのコンサート

フルート：石井理沙子氏
ハイバリトン：濱野杜輝氏

65 3

神戸 2012年5月17日
頌栄保育園交流会
第3回頌栄保育園　ヨモギ餅つき参加

なし 1
50名
以上

伊豆高原 2012年5月24日 津軽三味線コンサート
津軽三味線：椿正範氏
和太鼓演奏者：橋本大輝氏
プロ民謡歌手：浅野優子氏

15 11

京都 2012年5月26日 お茶摘みと製茶体験 宇治鳳凰ロータリークラブ 21 33

神戸 2012年5月28日
頌栄保育園交流会
第4回ジャガイモの花観察スイカの成
長観察

ご入居者　植田 善弘氏 7 23

神戸 2012年5月30日
第2回自然講習会
初夏の虫

伊丹市昆虫館学芸員　長島 聖大氏 10 0

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師
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入居者 地域

佐倉 2012年5月30日 ふれあい動物園 成田市移動動物園 96 -

神戸 2012年6月8日 施設見学と昼食会 なし 0 10

佐倉 2012年6月8日 「写真で見る城下町佐倉」 ＮＰＯ法人佐倉ネットワーク　福山重雄氏 50 2

浜松 2012年6月10日 創立36周年記念ゆうゆう祭コンサート
バイオリン：疋田清香氏
ピアノ：栗田竜次氏
チェロ：生駒宗明氏

146 18

神戸 2012年6月18日
第1回歴史講習会
「平清盛の人物に迫る」
－清盛の見果てぬ夢と親子の絆－

神戸歴史クラブ理事長、コミスタ神戸講師
豊田　實氏

21 0

神戸 2012年6月25日
第3回自然講習会
「初夏の鳥」

ひょうご森のインストラクター会
大森健二氏　渡辺弥生氏　岡本まゆ美氏

8 0

湯河原 2012年6月27日
八雲保育園交流会
日本の文化に触れよう～「初めてのお
茶会」

なし 12 15

浜松 2012年6月30日
ゆうゆういきいき講座
「高齢者の転倒・骨折予防」

聖隷クリストファー大学　准教授　吉本好
延氏（理学療法士）

30 0

京都 2012年6月30日
歴史講演会
「宇治の歴史とパワースポット」

宇治市観光協会宇治観光ボランティアガイ
ド
加納誠三氏　田中保治氏

46 5

大阪 2012年7月1日 七夕コンサート クロマチックハーモニカ奏者　岡直弥氏 63 8

神戸 2012年7月2日
頌栄保育園交流会
第5回ジャガイモ収穫・じゃがバター祭

ご入居者　植田 善弘氏 9 46

神戸 2012年7月4日
頌栄保育園交流会
第9回園児発表会

なし 6
100名
以上

大阪 2012年7月16日、17日 寺方提灯踊り 寺方提灯踊り保存会 31 -

伊豆高原 2012年7月19日 元気はつらつ日本舞踊公演 花柳流日本舞踊家、花柳若由美氏 10 2

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師
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入居者 地域

京都 2012年7月20日
健康講演会
「高血圧を知る～血圧と薬のつきあい
方～」

宇治徳洲会病院　薬剤師　羽生恭子氏 35 2

神戸 2012年7月23日
第4回自然講習会
「夏の草木」

ひょうご森のインストラクター会
岡本俊一氏　渡辺弥生氏　堀池保子氏

8 0

神戸 2012年7月24日 夏祭り ご入居者　相谷 末子氏 130 36

伊豆高原 2012年8月3日 夏祭り なし 70 12

神戸 2012年8月3日
頌栄保育園交流会
第6回スイカ成長観察、サツマイモ成長
観察

ご入居者　植田 善弘氏 4 36

湯河原 2012年8月3日 夏祭り なし 100 30

浜松 2012年8月4日
24年度夏の野外コンサート
ゆうゆうジャズナイト

BLUE　NOTES
（浜松市内で活躍しているバンド）

140 21

佐倉 2012年8月4日 サマーコンサート 佐倉高校吹奏楽部 147 -

神戸 2012年8月5日 星和台連合自治会夏祭り なし 5 3000人強

大阪 2012年8月5日 夏祭り なし 76 6

浜松 2012年8月18日
ゆうゆういきいき講座
｢健康と睡眠について」

JA静岡厚生連遠州病院理リハビリテーショ
ン科　　主任　山下裕太郎氏

34 4

佐倉 2012年8月19日 納涼祭 大利根太鼓32名 144 10

佐倉 2012年8月19日 納涼祭 平成会22名 144 10

神戸 2012年8月21日
頌栄保育園交流会
第7回スイカ収穫、スイカ割り

ご入居者　植田 善弘氏 26 47

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師

 

 

 



4 

 

入居者 地域

京都 2012年8月24日 夏祭り 和太鼓チーム「和っ鼓」 126 15

大阪 2012年9月11日 市民ふれあい講座 守口市危機管理課防災対策係　田中氏 20 0

浜松 2012年9月14日 敬老の日を祝う会
浜松市北区長寿保険課課長黒柳憲男氏
他1名/わかば保育園園児28名/先生3名

80 33

伊豆高原 2012年9月17日 敬老の日コンサート
ヴァイオリン：梅原聖子氏
ピアノ：梅原とも子氏

65 3

神戸 2012年9月18日
第5回自然講習会
「秋の鳴く虫」

伊丹市昆虫館学芸員　野本 康太氏 12 2

神戸 2012年9月27日
第6回自然講習会
「秋の草木」

ひょうご森のインストラクター会
渡辺弥生氏　辻美由紀氏　門上幸子氏

11 4

佐倉 2012年9月30日

佐倉〈ゆうゆうの里〉地域介護講習会
　『もの忘れ　加齢？　認知症？』
～認知症の方の介護について一緒に
考えましょう～

佐倉施設　ケアサービス課
課長　小松　寿子

0 13

神戸 2012年10月9日
頌栄保育園交流会
第8回さつま芋草抜き

ご入居者　植田義弘氏 10 24

伊豆高原 2012年10月11日 運動会 なし（八幡野保育園　園児） 60 25

佐倉 2012年10月12日 佐倉秋祭りふるまい 野狐台町内会 189 60名程度

大阪 2012年10月14日 ゆうゆう祭り
・ＮＰＯ日本口笛音楽協会　岡本　慶氏
・守口校区婦人会

90 15

神戸 2012年10月16日

第2回歴史講演会
「神戸の史跡　生田川の古代と現代ま
での歴史と文化について」
―生田文化として、今も生きている－

神戸歴史クラブ理事長、コミスタ神戸講師
豊田　實氏

18 4

伊豆高原 2012年10月17日 認知症サポーター養成公開講座
伊豆高原施設　ケアサービス課
主任　藤原　裕美

29 20

湯河原 2012年10月21日 ゆうゆう祭 なし 100 30

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師

 

 

 



5 

 

入居者 地域

佐倉 2012年10月26日 ふれあい動物園 成田市移動動物園 59 -

浜松 2012年10月27日
ゆうゆういきいき講座
｢膝、腰の痛みとリハビリ」

聖隷クリストファー大学　根地嶋誠氏（リハ
ビリテーション学部理学療法学科助教）

36 7

佐倉 2012年10月31日
佐倉東小学校交流会
（生徒とゲーム等を行なう）

なし（佐倉東小学校4年生） 41 -

京都 2012年11月2日
歴史講演会
「源氏物語、宇治十帖の世界」

宇治市観光協会宇治観光ボランティアガイ
ド
服部喜代子氏

44 1

京都 2012年11月4日
宇治福祉まつりに参加し福祉の店にて
物品販売とソフト食の紹介

宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇
治）

10 -

神戸 2012年11月14日
第7回自然講習会
「秋の鳥」

ひょうご森のインストラクター会
大森健司氏　岡本まゆ美氏　渡辺弥生氏

9 2

神戸 2012年11月16日
頌栄保育園交流会
第10回サツマイモ収穫と焼き芋

ご入居者　植田義弘氏 21 49

浜松 2012年11月24日
ゆうゆういきいき講座
｢運動と栄養」

JA静岡厚生連遠州病院理リハビリテーショ
ン科佐藤慎氏

28 10

神戸 2012年11月28日
頌栄保育園交流会
第11回玉葱苗植え付け・エンドウ豆植
え付け

ご入居者　植田義弘氏 9 42

湯河原 2012年11月28日
八雲保育園交流会
日本の文化に触れよう～「昔遊び」

なし 15 3

佐倉 2012年11月30日
歴史講演会
「佐倉の古今パート２」

ＮＰＯ法人佐倉ネットワーク　福山重雄氏 31 -

湯河原 2012年12月1日 もちつき なし 100 0

神戸 2012年12月4日
第3回歴史講演会
｢神戸の文化財の探訪」
－神戸にも古きよき仏遵－

神戸歴史クラブ理事長、コミスタ神戸講師
豊田　實氏

21 4

大阪 2012年12月9日 クリスマスコンサート
NPO法人室内合奏団
THE STRINGS

80 10

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師
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入居者 地域

神戸 2012年12月13日
頌栄保育園交流会
第12回保育園クリスマス会

なし 10
60名
以上

佐倉 2012年12月17日
第2回佐倉東小学校交流会
（生徒とゲーム等を行なう）

なし（佐倉東小学校4年生） 31 -

佐倉 2012年12月23日 クリスマスコンサート

トリコロール
ソプラノ：メンサー華子氏
チェロ：白神あき絵氏
ピアノ：杉尾陽子氏

78 -

京都 2012年12月23日 クリスマスコンサート 聖母学院中高生 131 3

神戸 2012年12月27日
頌栄保育園交流会
第13回保育園餅つき

なし 10
60名
以上

佐倉 2013年1月5日 新春オペラコンサート 武田千宣氏　他3名 86 2

神戸 2013年1月10日
頌栄保育園交流会
第14回保育園お正月遊び

なし 13 50名程

神戸 2013年1月12日 星和台・鳴子とんどまつり なし 24
200名
以上

浜松 2013年1月19日
ゆうゆういきいき講座
「認知機能に対するリハビリテーショ
ン」

医療法人社団　明徳会　協立十全病院　リ
ハビリテーション科　合田明生氏 25 4

京都 2013年1月20日 中国琵琶コンサート 葉衛陽氏　叶さくら氏 116 0

佐倉 2013年2月1日 節分の集い 三遊亭全楽氏 101 0

神戸 2013年2月12日
頌栄保育園交流会
第15回保育園しおり作り

なし 16 24

神戸 2013年2月19日

第4回歴史講演会
｢神話の里　西神地域の歴史と文化を
探求」－神出とは、なぜこのような名前
がー

神戸歴史クラブ理事長、コミスタ神戸講師
豊田　實氏

23 6

神戸 2013年2月27日
第8回自然講習会
「冬の草木」

ひょうご森のインストラクター会
山下広行氏　中川貴美子氏

13 1

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師
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入居者 地域

神戸 2013年3月4日
頌栄保育園交流会
第16回保育園お別れ会

なし 18 25

京都 2013年3月4日 防災出前講座 宇治市役所　危機管理課　小山翔太氏 21 0

京都 2013年3月19日
健康講演会
「生活習慣病-脳卒中で寝込まないた
めに-」

宇治徳洲会病院　脳神経外科部長　野々
山裕氏

58 1

佐倉 2013年3月24日

佐倉〈ゆうゆうの里〉地域介護講習会
回想法　『懐かしいね。あの時の気持
ちを思い出すよ。』
～認知症の方の介護について一緒に
考えましょう～

佐倉施設　ケアサービス課　課長
小松　寿子

0 16

大阪 2013年3月27日 守口市民向け講演会
NP0法人　守口・門真歴史推進協議会　歴
史顧問　岸田　護氏

0 22

佐倉 2013年3月29日
歴史講演会
「義民　佐倉惣五郎物語」

ＮＰＯ法人佐倉ネットワーク　福山重雄氏 41 1

参加者数（名）
実施年月日施設 タイトル 講師

 


