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協　力 東 浦 町制作・発行

ステキな
地域のお母さん♪

仲間づくり担当
矢嶋 琢也さん

イオンネット
スーパー担当
宮部 弘輔さん

1本140円
100ml

※午前中はお届けに出て不在のことが多いため、ご連絡を頂く際は午後の方がつながりやすいです。

1.ストレスを緩和
2.睡眠の質を向上
3.腸内環境を改善

■場　　所　大府市森岡町3-1
■連 絡 先　0562-48-8892
■営業時間　月曜日～土曜日
　　　　　　9：00～18：00

■場　　所　藤江字松本5-2
■連 絡 先　0562-83-0307
■営業時間　月曜日～金曜日
　　　　　　9：00～16：30

東浦町にお
住まいの皆様
の健康を守る
ために、ご自
宅へ週1回、
ヤクルト商品
をお届けして
います。

関東で話題の
新商品「ヤクル
ト1000」が愛
知県でも発売
されます。

ヤクルト東浦センター

イオンネットスーパー（イオンスタイル東浦店）

生活協同組合コープあいち

さまざま商品を取り
扱っております。スマ
ホで簡単に申込みで
きますので（インター
ネット[パソコンも可]）、
いつでもご利用いた
だける安心がありま
す。最初に入会登録
の手続きが必要です
が、分からないことが
ありましたら、いつで
もお問合せください。

週に1回、食品か
ら雑貨まで多くの
取り扱いがあり
ます。コープあい
ちは皆さんのくら
しにたくさんのい
いね!をお届けし
ます。まずは、お
気軽にお問合せ
ください。

※本取材は、厚生労働省から出されている「新しい生活様式」に基づいて、新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で実施しました。

生活のお役立ち情報

■申 込 先　「イオンネットスーパー」で検索
■問合せ先　0120-586-610
　　　　　　（電話受付時間9：00～21：00）
■取 扱 品　食品、日用品、衣類など

新規会員様キャンペーン実施中!

東浦町総合ボランティアセンターなないろ　☎0562-51-7697
日・月曜日、祝日を除く９：３０～２０：００　※火曜日のみ２１：００まで　

洗濯機の
部品交換

蛍光灯の
交換

ゴミ捨て
　新型コロナウイルス感染症拡大防
止により自粛していたひがしうらおす
そわけ隊も、少しずつではありますが
活動を再開しました。マスクの着用、
手指のアルコール消毒、ソーシャルデ
ィスタンスの確保など、新型コロナウ
イルス感染症対策をし、「日常生活の
ちょっと困った」をお手伝いしています。

コロナ禍でも
おすそわけの輪は
つながっています

ひがしうらおすそわけ隊

問合せ先

「買い物をしたいけど、行くのが大変。」「新型コロナウイルス
感染症が気になる。」など、さまざまな理由で買い物に行き
にくい方必見！今回は、町内で利用できる宅配サービスに
ついてご紹介します。これらのサービスを
活用しながら元気に暮らしていきましょう！

をしたい ど 行くのが大変変 」「新型コロををしたいいけどど 行くののが大変変 」「新新型コロロナウウロ型コロロナウ」「新新型変が大変変行くのいけどをした ウイウイルウイイル

案 内 板こちらのQRコード
から「イオンネット
スーパー」のホーム
ページに進めます。

新商品「ヤクルト1000」
発売記念キャンペーンを
実施中ですので、お気軽
にお問合せください!

新発売商品の特徴

乳酸菌シロタ株が
1000億個以上

工具を使い、経年により劣化
した部品の交換を行いました。

脚立を使うことに不安が
あるという住民さんから
の依頼でした。

身体上の理由によりゴミ捨てが
困難な方のお手伝いをしました。



ラポール♡もりもり

　早朝から行うラジオ体操は清々しくて
よい一日のスタートを切ることができます
よ。コロナ禍において、人と人との関係が
希薄化している中、直接顔を合わせるこ
とのできる貴重な場となっています。

　みなさん、ニコニコの“スマイ
ル”で元気に体操しています。一
緒に体操してくれるメンバーも大
募集しております。見学も可能で
す。お気軽にお越しください。

みやいけはじめ

宮池 始 特派員
すずき　　あやこ

鈴木 綾子 特派員
■場　　所 森岡台自治会集会所
■活動日時 毎週土曜日　6：30～

■場　　所 緒川コミュニティセンター
■活動日時 毎週火曜日　10：00～12：00

ラポール♡
もりもりの
みなさん

スマイル緒川の
みなさん

ラジオ体操 スマイル緒川 健康体操

健活

縁活笑活

リレーでつなぐ

こ う れ い し ゃ

第7走者 緒川新田地区在住
の　　むら　　えつ　 こ

野村 悦子さん
※本取材は、厚生労働省から出されている「新しい生活様式」に基づいて、
新型コロナウイルス感染予防対策を講じた上で実施しました。新田ひまわり会

　「みんなで健康に過ごしたいね」との思
いから発足しました。活動を始めて20年、
今では登録者数が40名を超えました。
　リズム体操・ボールを使ったエクササイ
ズなど、みんなで楽しく取り組んでいます。

　40代から80代の女性が集まり、元気に
仲良く健康づくりに励んでいます。
　昭和58年に発足して以来、場所を変え
ながらも30年以上続いています。コロナ
ウイルスも心配ですが、しっかり対策をし
て、楽しく続けていければと考えています。

いきうち　じゅんこ

生内 順子 特派員
みずむら

水村 やよひ 特派員
■場　　所 西部ふれあいセンター
■活動日時 毎週水曜日　10:00～11:30

■場　　所 町体育館小体育室
■活動日時 毎週月曜日　10:00～11:30

新田
ひまわり会の
みなさん

　新型コロナウイルス感染症によ
って外出を控えて運動不足気味
の方が多いのではないでしょうか。
今回はコロナ禍であっても活動を
継続している体操の集まりを取材
してきました。どの団体も感染症
対策に工夫を凝らしていました。
みなさんもぜひ、参加してみては
いかがでしょうか。新型コロナウイルス感染症に負けない元気な身体を

あんこちゃん

※新型コロナウイルス流行以前に撮った写真です。

サロン・散歩

子ども達とのふれあい趣味（手芸など）

　サロンは立ち上がった当初から参加しています。みなさん
のお顔が見られると元気になりますね！毎朝、健康のために
雨の日以外は近所を散歩しています。「転ばぬ先の 」でシ
ルバーカーを使って歩いていますが、たくさん荷物も入るの
でおススメですよ♪

　子どもは地域の宝です。地域住民み
んなで育てていきたいですね☆
　この前は、みんなのいえ（子ども食堂）
で私が編んだイチゴの編み物の中にチ
ョコレートを入れて子ども達に配りまし
た。みんなの喜ぶ顔が見られて、私も
嬉しくなりました♪

　半年に一度、地域で私達を見守って
下さっているお地蔵さんへ、感謝の気
持ちを込めて前掛けを作っています。
他にも楽しく色々と作っていますが、作
った物を誰かが見てくれて「キレイだね、

癒されるね」と思っても
らえたら嬉しいですね。

健活・縁活・笑活とは？
けんかつ えんかつ わらかつ

健康づくり
月曜会の
みなさん

健康体操 健康づくり月曜会 健康体操

三丁公園ラジオ体操
　平成28年の5月、同年3，4人で始めたこの活動も今
では、夏場は40名、冬場は20名が参加しています。
10分間のラジオ体操というのが参加しやすいのでし
ょうね。毎日続けることの大切さも感じています。とに
かく自由に集まっているのがここの良さですね。体操
前にゴミ拾いをしている方がいたり、1人暮らしの方で
みんなに会えるのを楽しみにしている方もいます。三
丁公園から見るお正月の初日の出は最高です！
　お散歩がてら参加してみてください。

　G.O会とは、G.Oは…
げんきなおじさんという
意味。いつまでも元気な
おじさんであり続けたい
との思いで健康体操を
楽しんでいます。

はらだ　 けいこ

原田 圭子 特派員
さかきばら しょうご

榊原 昭吾 特派員
■場　　所 三丁公園
■活動日時 毎日　6：30～※雨、雪の日は中止

■場　　所 藤江コミュニティセンター
■活動日時 毎週木曜日　10：15～11：45

三丁公園
ラジオ体操の
みなさん

G.O会の
みなさん

ラジオ体操 G.O会 健康体操

い　べ　 てるこ

井部 照子 特派員

　新
って
の方
今回
継続
して
対策
みな
いか新型コロナウイルス感染症に負けない元気な身体を

コロナに負けるな！
体操地域にある がアツい！

健康で、縁（つながり）があり、笑いの絶
えない生活のことです。みんなで三活
の充実を目指しましょう！

さんかつ


