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くるりん通信
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元気な高齢者が集っています

シルバーカフェ安曇野

シルバーカフェは「人との繋がり」や「心配や不安の解消」の出来るスペース作りを大きな目的としてい

ます。

安曇野

清水百合子さんに活動の様子を伺いました。

シルバーカフェは会員制で現

そうです。一日３００円で飲み物は自由

除く週５日間、午前中はストレッチ、午後は唱歌や手芸、マ

ージャンなど約１０種類

皆さんそれぞれに楽しんでいるとのことでした。

ストレッチ体操に参加した二木さんは

チ体操

齢者を作りたいという願いは地域の人々

インターネットを活用して効率よく情報を集めよう

上手なインターネット検索の仕方・コツ

１１月１０日（土）
 

知りたい情報を得るにはインターネットが便利です。何気なく使っている検索ツールですが、キーワード

Ｇｏｏｇｌｅ

た花の写真をアップロードしてその名前を調べる方法については「なるほど」と納得の様でした。

講座の後半では用意されたパソコンを使って自由に検索しながら、解説のあった方法を試したり、日ごろ

疑問に思っていたことを講師に尋ねたりしていました。

講座には１１名が参加し、中には目の不自由な方もいらっしゃいました。音

いているそうで、「参考になりました」とのことでした。
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場をみんなで作りたい、園に預けっぱなしではなく立場の違いを超えて一緒に子育てを支え合っていきたい”
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■場所 安曇野市市民活動サポートセンター「くるりん広場」

明科の押野山や豊科の光城山など東山一帯をはじめ

に広がっています。耕地林務課の赤澤瞭一主事に被害の現状と対策について説明を受けました。
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寄生するマツノザイセンチュウ（長さ１㎜足らずの小さな線虫）が松の樹内に入り込んで枯らしてしまうと
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パネルディスカッショ

申 込 事前申込不要

参 加 費 無料

主 催 安曇野市

問 合 せ 安曇野市介護保険課
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安曇野市介護保険課

TEL７１－２４７２
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