
  

 

 

 

 

 

                             （題字 吉井子雪先生） 

宅老所報告                         

秋の遠足に、大府のげんき

の郷に、10月 31日（木）、総勢

16名で行ってきました。素晴ら

しい秋晴れの中、集合写真を撮

り、お好きな丼物を注文して食

べて頂き、足湯では、えんがわ

の貸切になり、ゆったり温泉に

つかってきました。 

その後、お買い物を楽しんで、

子どもさんがたくさん遊んで

いるすくすくヶ丘で、コーヒー

で一服しました。 

 

 

 

 

12 月のえんがわフェアはお休み

します。バザー品の提供は、雁ぶ

らサロンフリーマーケットで活

用しますのでお願いします。 
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TEL/FAX 052-837-3344（水・木）、TEL052-831-1666（夜間・他日） 

http://www1.s3.starcat.ne.jp/engawa メール(吉川) engawa@sf.starcat.ne.jp 

http://www1.s3.starcat.ne.jp/engawa
mailto:engawa@sf.starcat.ne.jp


えんがわの主な出来事 

4月 21日（日）、えんがわフェア 

お天気もまずまずで、午前中に、模擬店は

完売！バザーの売り上げも例年通りあり、震

災支援に、ご寄附しました。 

皆様、どうもありがとうございました。 

 

7 月 10 日（水）、高蔵高校 1 年生が、職業

体験で 2名来てくれました。 

お礼状をいただきました。立派な文章です。

どうぞご覧下さい。 

 

サマーボランティアが 3名来てくれました。 

男子生徒が工房と宅老所を希望して来てく

れて、感激でした。ミシンで縫ったり、アイ

ロンをかけたり、お話相手になってくれたり。 

 

元えんがわのご利用者のお孫さん（30代の

女性です）が、ボランティアに時々来てくれ

て、とても助かっています。「おばあちゃん

がお世話になったところだから、安心だよ。」

とご利用者さんの娘さんが姪御さんを呼ん

でくれたのです。 

ボランティアさんから、「おばあちゃんに、

よく似ているね。」と声をかけられています。 

 

8月 1日（木）子雪書院展見学 博物館へ 

書道教室の作品展にでかけました。芳名帳

に名前を書いて、記念品をいただきました。

控室で、お茶菓子までいただき、楽しいお出

かけになりました。 

 

8 月 8 日（木）ボランティアさんが 2 歳の

孫を連れて、遊びに来てくれました。かわい

いお名前のあのんちゃんです。 

 

9月 5日（木）、大梅慶子さん、素敵な歌声

を聞かせてくださる。雁道でのわくわくふれ

あい祭りに参加されていた大梅さんに、ぜひ

えんがわで歌ってほしいとお願いしました。

県芸の大学院生、声楽科の女性で、将来は、

オペラ歌手になりたいと夢をもってみえま

す。 

要介護 5になられた荘平さんが、オーオー

とお声を出され、大梅さんには、がんばれ！

がんばれ！と聞こえたそうです。 

 

9 月 26 日（木）、グループホームより来て

くださっていたご利用者さんを、3 年間お世

話させて頂いていましたが、私どもの力不足

でお断わりしました。いつも吉川に、「えん

がわに来れてうれしい、いい所だね、あんた

の笑顔はいいね」と感謝の言葉を言って下っ

ていたのですが、急なお気持ちの変化に対応

できなくなり、ボランティアの限界ではない

かと。お帰りに、「また来るからね」と手を

振って下さったのに、とても心苦しく思って

います。 

 

10 月 3 日、シャンソンのミニコンサート。

元軍水保育園の園長北原和子先生が、丹羽昭

子さん、岩月さんと 3人で来て下さり、素敵

な衣装で歌って下さいました。だらだらビア

ガーデンの常連さんです。お忙しい昼中に来

て下さり、全 11 曲。あっという間のすばら

しい時間でした。 

 

 



工房えんがわ 担当 早川 

 残念ながら、12 月のえんがわフェアはお休

みすることになりましたが、来年 4 月には、

盛大にえんがわフェアを行う予定です。その

かわり、様々なバザーに出店して、工房グッ

ズを販売しています。 

 6 月の日本向老学会、7 月のわくわくふれ

あい夏祭り、9 月のわくわくみずほ祭り、10

月のヨハネ教会のバザーなど、おかげさまで

よく売れています。また、10 月の東海レディ

スプラザのチャリティバザーにもご利用い

ただけました。 

 これから、11 月 23 日（祝）に布池教会で

のチャリティコンサート、12 月 1 日（日）

にタンポポ保育園バザーがあります。どうぞ、

お出かけください。 

今、指人形、軍手人形の他に、パッチワーク

のコースターを作っています。名南健康友の会

より注文の乳がんキャンペーン用のシャツ型

ティッシュ入れも 700個納品し、検診率向上に

お役にたっているそうです。 

 

書道教室  担当  吉井 

日 時 第 4水曜・第 1土曜日 10時～12時 

参加費 1回 600円 

冊子代 3ヶ月分前納 1800円 

講 師 吉井子雪(登絖社 常任理事)  

 

第 13回子雪書院展を無事終えました。 

暑かったこの夏、7/30～8/4。博物館にて。 

100 点以上の出品に、500 人以上の入場者を

数えました。宅老所えんがわやリフレ陽明のデ

イサービスにもご高覧いただき、感激でした。 

おもちゃ図書館 にこちゃん 

開館日 毎月第 3 土曜日 １０時～１２時 

おもちゃ図書館は、おもちゃで一緒に遊び、

人や物との出会いを多くして、障害のある子

もない子にも楽しい時間を提供するボラン

ティア活動です。参加費無料。おもちゃや絵

本の貸出しも無料でしています。 

 ご近所のおじいちゃんおばあちゃんが孫さ

ん二人を連れて、遊びに来てくれています。 

 10 月は、町内のお祭りの会場になったので、、

ご近所の方ににこちゃんを知っていただくこ

とができてにぎわいました。。 

「にこちゃん」は、瑞穂区子育て支援ネットワ

ークさくらっこに所属しています。 

「さくらっこ♪マップ」や「さくらっこ♪スケ

ジュール」あります。 

http://www.sakurakko.org/ 

問合せ 瑞穂区子育てネットワークさくらっ

こ♪事務局 担当太田 841-4063 

 

えんがわ教室の皆さんも､小品ながら、格

調高い作品が多数出品されました。80代の女

性も、教室に参加されたばかりでしたが、出

品をお勧めしたら、素晴らしいかなの作品を

出されました。 

どうぞ、皆様、お気軽にえんがわ教室のご

参加ください。下記は、お知らせです。 

◎第 65回毎日書道展東海展 

11/12（火）～11/17（日） 

愛知県美術ギャラリー 

 ◎毎日現代巡回展（毎日展 65回記念） 

   H26.1/18（土）～26（日） 

   春日井文化フォーラム、市役所にて 

http://www.sakurakko.org/


ありがとうございました 

えんがわは介護保険に参入せず、ボランティ

ア活動のままで、利用料と、皆様の賛助会費、

会報会費、ご寄付､工房の収益で運営していま

す｡ 

長い間、皆様に支えられて、開所して 16 年

たちました。 

紙面をお借りして、厚く厚くお礼申し上げま

す。本来ならすぐに、お礼状を差し上げるべき

ところ、大変失礼しています。なにとぞ、お許

しください。 

会報がご不要な方はどうぞお知らせくださ

い。会報発行は、１０月、１月、４月ごろの３

回を予定しています。 
賛助会費・会報会費・カンパ・切手をありがとう

ございました 

青木みか様 青田直己様 浅野正人様  

浅野義高様 天野敦子様 荒川和夫様  

飯田晴美様 石川様 伊藤幸エ様  

稲熊美保子様 稲村典子様 稲山律子様  

井上さち子様 井上由紀枝様 上野とし子様 

ＮＰＯ法人犬山あんきにくらそう会様 

大澤壽子様 岡田弥生様 岡田伴子様  

岡田夫佐子様 岡本タキ子様 大澤斉様  

大須賀美恵様 奥田祐子様 大矢ふじゑ様 

小田晶子様 春日和代様 加藤慶子様  

加藤さつき様 加藤有子様 加納尚子様  

神永礼子様 神谷明子様 神谷喜和子様  

亀井トモ子様 河合勲様  北原和子様  

北村千恵子様 木村敏子様 木村ゆかり様 

久保智子様 黒田美枝子様 栗山忠夫様  

畔柳園子様 グループホーム大喜様  

小菅もと子様  児島美都子様 小松友子様 

近藤和子様 近藤記巳子様 近藤繁雄様  

近藤捷様 斉藤啓治様 佐尾美保子様  

坂屋保様 佐々木康子様 サポートハウス年

輪様 島﨑様 下里隆明様 杉下妙子様  

鈴木伊佐子様 瀬古由起子様 田中君枝様 

高柳淑子様 高浪界様 高野史枝様  

竹田冨士子様 柘植節子様 津田康弘様  

土屋美弥子様 寺内威子様 中祐一郎様  

長岡経子様 中山順子様 西川早人様  

西村正広様 丹羽昭子様 丹羽貴子様  

丹羽至那子様 服部紀伃子様 林俊和様  

原和美様 原田純子様 半田博子様  

広瀬志芽子様 平井和子様 福冨自子様 

細川弘子様 ほそのみどり様 堀田整様 

牧志津枝様 松井小百合様 松山章恵様  

武藤靖子様 森様 森久子様 森往子様  

森かづえ様 柳澤つや子様 山岸千代栄様 

山田肥名子様 山本庸子様 山森久美子様  

渡辺町子様 匿名４名様 

品物をありがとうございました。 

浅井様 青木様 浅野様 足立好枝様  

天野敦子様 安藤美里様 安藤千恵美様  

家入様 岩城美智子様 稲山律子様  

岩田様 上羽撥子様 大村様 小川様 

NPO法人すけっとファミリー様   

小川ミエ子様 岡本たき子様 小田晶子様 

大野百合子様 大村様 加藤様 川合靖子様 

木村敏子様 木村ゆかり様 栗山千恵子様 

グループホーム大喜様 小磯美帆様  

児玉章様 小西様 近藤産興株式会社様 

近藤睦實子様 佐尾三保子様 坂内様  

佐藤栄里子様 佐原英子様 鈴木シマ様  

鈴木義雄様 白井様 聖公会聖ヨハネ教会様 

滝田様 田中武子様 多和田様 柘植様  

樋田様 長岡経子様 中住様 中村貞子様 

中村蓉子様 中村直樹様 中山秀子様  



二木恵美子様 沼田幸子様 櫨様  

長谷川節子様 服部様 早川由美子様  

平井和子様 堀内哠子様 本多トシノ様  

前田眞理子様 増田ヒデ子様 増岡みどり様 

松村邦子様 三瓶ゆき子様 三島ゆき子様 

三輪様 武藤朝美様 村瀬様 木原菊美様 

森様 様森かづ江様 森下市民農園様  

森紹一様 森妙子様 柳澤つや子様 

山岸千代栄様 山口みよ子様 山田孝子様 

ヤマナカ製帽所様 山本純子様  

山本まさこ様 山本庸子様 吉井子雪様 

余伝征子様 脇田武子様 渡辺紀久江様  

渡辺美衛子様 匿名１４名様 

＊ 熱田イオン イエローレシートキャンペーン  

   毎月 11日に お買い物のレシートを応援した

いグループの箱に入れると、レシート金額の 1％

が寄贈されます。次回、1２月 11日（水）、翌年

１月 11日（土）。お時間のある方、どうぞ応援に

いらしてください。おかげさまで、食料品や日用

雑貨などを購入して大変助かっています。 

＊ボランティア募集中！ 

随時、宅老所のスタッフを募集しています。

水曜日、木曜日見学に来てください。 

＊着物を着て出かける会 

お着物を喜んでいただいていますが、この頃

は、お嬢さんの着物を仕付け糸のついたまま頂

くこともあります。着物をほどくのも勿体ない

お品がありますので、ぜひ、お着物を着てみた

い人、えんがわに見に来て下さい。洋服へのリ

フォームもいいですよ。 

海外旅行大好きのボランティアさんが、旅行

中に知り合ったニューヨークの友達を日本に

招きました。そこで、えんがわで着物を着て、

歌舞伎の映画を見に行く計画を立てています。 

＊だらだらビアガーデン 

7月 27日（土）に 18 名で、夏の夜を、飲ん

で食べて、歌って楽しい時間を過ごしました。

若い男性の会員さんが増えましたので、ぜひ来

年には、若い女性にも参加していただき、出会

いの場になればと願っています。 

恒例のシャンソン（シャンソン・ド・マダム）、

ギター（有田さん）、コカリナ演奏（山田さん）、

ビンゴゲームなどを楽しみました。 

「えんがわの歌」と「雁ぶらソング」は定番で

す。 



＊地域通貨  

お助けクラブ みずほの会 

地域通貨お助けクラブみずほの会は、ともに

ふれあい、支え合うまちづくりに取り組んでい

ます。毎月第 3水曜日の定例会のほかに、第 1

火曜日に「みずほサロン」を、雁ぶらサロンで、

開いています。 

みずほサロンでは、会員手作りのランチ 500

円（会員は 300 円+200 みずほ）を食べながら、

おしゃべりを楽しんでいます。 

わくわくみずほ祭りでは、恒例の餅つきをし

て、子どもさんに餅つきも楽しんでいただき、

売り上げの一部を震災支援に寄付しました。 

長野県上田の地域通貨蚕都クラブまーゆで

は、古民家をみんなの家にしようとリフォーム

しています。ユーチューブで配信され、瓦を葺

いたり、壁を塗ったりと本格的です。完成した

あかつきには、瑞穂の会からお祝いに駆けつけ

ようと思います。 

問合せ 会長   松岡平記  (^o^)y- 

TEL 052-881-7029  FAX 052-881-7042 

＊瑞障会  

瑞穂区障がい者関係団体連絡会 

  ＊えんがわも会員に登録しています。 

＊ヨハネいきいきサロン 

開催日 第 1・第 3水曜日 10時～1時 

場 所 ヨハネ教会 瑞穂区関取町１４６ 

    052-773-9626 

内 容 高齢の方、子育て中の方、お一人暮

らし、どなたでも。ご一緒にランチ（380円）

を食べて、おしゃべりしませんか。野菜、フ

リーマーケットもあります。 

＊ みずほたすけ愛ネット 

 みずほたすけ愛ネットは、瑞穂区の高齢者、

子ども、障害者関連のボランティア、NPO 団体

が瑞穂区で安心して生活するために、ネットワ

ークを作り毎年フォーラムや、わくわくみずほ

祭りを企画しています。 

9月 29日（日）にわくわくみずほ祭りをおえ

ました。「震災で生き残るために」をテーマに、

防災グッズの展示販売もありました。舞台、模

擬店、バザーなど大勢の方が楽しまれました。 

高校生、大学生のボランティアも多数参加さ

れ、交流も深まりました。 

問合せ NPO法人すけっとファミリー 

TEL 052-861-6047  

 

書 籍 の 紹 介 

「認知症丸」から「永遠丸」へ 

  母からの宿題 老いをいかに生ききるか

木村敏子著 著者からの贈呈です。 

「福島からあなたへ」  

武藤類、写真 森往卓 大月書店 

私たちは静かに怒りを燃やす東北の鬼です 

「大学生がえがく脱原発未来マニュアル」 

  フェリス女学院大学  

エコキャンパス研究会 

「原発の、その先へ、ミツバチ革命が始まる」 

  鎌仲ひとみ著 集英社 

「よみがえれ 城下町」 

犬山城下町再生への取り組み 

愛知県犬山市都市整備部監修 

取材，構成 高野史枝 

＊石田芳弘様よりご寄贈頂きました。 



部 屋 貸 情 報 

1～３は吉川が主催しています。お気軽に。 

１．パソコン教室 参加者募集中！ 

  第２・第４月曜日 １時～３時 １回参加 

1000 円、ノートパソコン持込。 

問い合せ 吉川 TEL 052-831-1666 

名古屋オレンジの会(ひきこもり作業所)の皆

さんに、わからないところを何度も教えていた

だいています。初心者の方、大歓迎。インター

ネットも接続できます。Facebookを始めました。

お茶の時間も楽しんでいます。気軽に見学、体

験にきてください。 

２．囲碁同好会 

地域通貨みずほの会の柴田さんと3段になら

れた森さんにボランティアで教えていただい

ています。今、参加者は 8 名。ちっとも上達し

ない吉川にも、先生方は優しく付き合ってくれ

ます。ハンディのある青年がめきめきと上達し

てきました。 

 第１・３月曜日 午前 10 時～12 時 

参加費 300 円(コーヒー付)＊地域通貨みずほ

の会の会員は､柴田先生に 500 みずほ支払い。 

３．カラオケ同好会 

日時 第２・４月曜日 ９時～12 時 

参加費 500 円（コーヒー付）。女性、男性半々

での参加で、歌いたい曲を順番に歌っています。 

カラオケは、第一興商の古い型で、もう修理が

できません。時々、曲が出てこないときや、マ

イクがうまく入らないときもありますが、大事

に使っています。機械が得意な方、一度見にき

てやって下さい。 

問合せ 吉川 TEL052-831-1666  

 

 

４．新婦人英会話教室 

毎月 第２・４金曜日 ７時～９時 

問合せ 早川 090-5003-2849 

＊雁道のりんご(酵素玄米ランチの店)でも教室

があります。目標のハワイ旅行に行ってきまし

た！第２・４金曜日 ２時半～３時半 
５．麻雀サークル 参加者募集中！ 

健康麻雀で仲間と楽しく対戦しています。

脳の活性化にも役立ちますよ。ぜひ、見学に

いらしてください。 

競技麻雀ですので、女性でも安心して参加で

きます。初心者、見学者歓迎。。 

第１・２・４金曜日 １０時半より４回 

第３金曜日 月例会 (入賞を競います)  

入会金 1000 円､年会費 1000 円。 

参加費 金曜日1回500円（一日４回1500円）、

第 3 金曜日の月例会は 2000 円。昼食持参。 

問合せ 中山（832-6826）、吉川（831-1666） 

＊雁道の「雁ぶらサロン」では、毎週土曜日 

10時～４時半開催。参加費 1回 200円。女性参

加者 10名！初心者の方も楽しく対戦。 

＊雁道のマージャンクラブロミオで、第４日曜

日に麻雀大会をしています。4回戦、参加費 2000

円。女性の参加がも増え、10月は優勝もしまし

た。 

６．いけばな教室 

毎月第４土曜日 １０時～1２時 

講師は生活をいける華道「華原の会」 

 山本純子家元講師 

月謝 2000 円（花代込み） 

問合せ 吉川 TEL 052-831-1666 

＊地下鉄新瑞橋のいけばなを、有志が交代で生

けています。吉川も参加しています。 

＊雁ぶらサロンの生け花教室では、夜間に若い

女性が４名学んでいます。山本家元が講師です。 



お   知  ら  せ 

（１）認知症の人と家族の会 

①名古屋相談交流会★シングル介護者 

対象 一般およびシングル(別室) 

日時 偶数月第１日曜日、1 時半～4時 

場所 ウインクあいち（名古屋駅） 

内容 独身で認知症の介護をしている人が増

えています。どんなことでも話せる場所を目指

しています。 

②ケアラーズカフェ 「日向家」 

介護者の方の息抜きの場＆交流の場です。お気

軽にお立ち寄りください。介護者だけでなくど

なたでもご利用いただけます。10/27オープン 

 日時 毎週土・日曜日 10時半～3時 

 場所 名鉄太田川駅構内 

③月刊「ぽーれぽーれ」 

 介護体験、相談満載、えんがわにあります。 

④家族の会認知症介護相談 

ひとり悩まないでまずお電話を下さい！ 

0562-31-1911 月～金、10 時～4 時 

問合せ (社)認知症の人と家族の会 

 愛知県支部 (世話人代表 尾之内直美) 

〒477-0034 東海市養父町北堀畑 58-１ 

TEL0562-33-7048 FAX0562-33-7102 

 http://www.hearttoheart.or.jp/kazoku/ 

（２） 宅老所・グループホーム全国ネットワ

ーク 

【活動資金募集】 

 ボランティア派遣や、復興支援などの活動に

おける活動資金のご協力をお願いします。送金

先は、以下のとおりです。 

 東北関東大震災救援復興支援募金 

ゆうちょ銀行    店番２２９（ニニキュウ）  

口座番号 当座００４５４１３、口座名   宅老

所・グループホーム全国ネットワーク 

郵便振替 02200-3-45413、加入者名：宅老所・

グループホーム全国ネットワーク 

※通信欄に「寄付」と記入、または ATM や銀

行振込の場合は名前の前に「キフ」と入力くだ

さい。  ＜事務局＞  

 国見・千代田のより処「ひなたぼっこ」  

 〒981-0936 仙台市青葉区千代田町 1-13 

 TEL:022-301-8820、FAX：022-301-8821、

携帯電話：080-1651-6420 

 E-mail ： kyoudounet@gmail.com 、 HP ：

http://www.clc-japan.com） 

 

（３）日本向老学会学術総会報告 

 ５月 19日（日）に名城大学天白キャンパス 

で、講演「あったか地域の大家族～富山型デイ

サービスの 19 年～」（講師 惣万佳代子 NPO

法人このゆびとーまれ）を聞きました。惣万さ

んのお一人お一人を大切にする介護の思いが

伝わってきました。 

◎明日の 100人を救うより、目前の一人を救え 

◎制度ではなくニーズに応じていく活動を 

シンポジウムでは、パネリストにえんがわの

ご利用者のご家族、岩城美智子さんが参加され、

要介護 5の父と、要介護 3の母の介護で大変な

がらもさまざまなくふうをされている様子を

報告されました。その一つが、介護中のシール

です。通行人の方に、介護をしていますとお知

らせし、声をかけてほしいという願いで作られ

ました。また、えんがわでのご両親のご様子を

大写しの写真で紹介され、「両親はよく喧嘩を

するけれどえんがわでは、マンツーマンでお世

話いただけるので、仲良くしているようです」

と話されました。 

＊工房えんがわのバザーもさせて頂きました

　http:/www.hearttoheart.or.jp/kazoku/
mailto:kyoudounet@gmail.com
http://www.clc-japan.com/


が、皆様に手に取っていただき、感謝です。 

 また、以前、東京のコミュニティカフェの作

文で、表彰をいただいたお仲間の木村敏子さん

が駆け付けてくださり、多大なカンパまでいた

だきました。 

（４）女性首長を実現する会愛知・ 

1周年記念 講演会・シンポジウム 予定 

日時 平成 26年 1 月 19日（日） 

場所 つながれっと NAGOYA 

講演 兵庫県宝塚市長 2 期目の中川智子さん  

私たちは 

① 愛知県初の女性首長を実現します。 

② 女性・ジェンダー政策を実行する候補者

（首長・議員）を支援します。 

③ 講演会や学習会を通じ、女性の政治参加

を推進します。 

会費 10,000円、賛同会員会費 3000円 

連絡先 womanhead@hotomail.co.jp 

ブログ http://ameblo.jp/quota-aichi 

 

編集後記 

 えんがわは、吉川の義母のうつ病介護経験か

ら、仲間と楽しく介護ができたらという夢から、

家を建て替えて実現し、平成 9 年 4 月 23 日に

オープンしました。20周年に向けて頑張ってき

ましたが、仲間が高齢化し、平均年齢が 75 歳

です。えんがわも老老介護になってきました。 

 えんがわのこれからを、仲間と検討中です。

皆様のご意見をいただければ幸いです。 

 また、雁ぶら物語は来年 10 周年です。雁道

おかみさん会を作り、ネットワークつくりをし

て、様々な企画を立てていますが、雁ぶらサロ

ンと雁ぶらショップの維持も大変です。こちら

は皆さんにお越しいただいて、雁ぶらを楽しん

でいただければありがたいです。 

「雁
が ん

ぶら物語」情報 

第 2えんがわを作りたい、工房えんがわの作

品を売るお店がほしいという夢が雁道商店街

で実現した活動です。雁ぶら物語通信１１・

１２月号と、雁道おかみさん会通信№３５も

発行。東海テレビ「スイッチ」で紹介！ 

●「１００円商店街」 １２月２０日(金) 

年金受給月の第 3金曜日に、各店が 100円に

まつわるサービスをするイベントです。 

雁道ぶらぶらツアー 吉川が、雁道商店街を案

内します。雁道商店街入口 10時半集合。 

●「雁ぶらショップ」 

商店街の入り口にある棚貸しショップで、工

房えんがわ他３０店出店。 

工房えんがわの作品がいつでも買えます。 

和服のリフォームの注文が増えています。 

営業時間 10 時～6 時 水曜定休  

出店者募集中。問合せ 早川（090-5003-2849) 

●「雁ぶらサロン」    ❤は吉川参加 

１時間６００円の部屋貸しをしています。 

❤火曜フリマサロン  

 フリマをしながら、お茶を飲んだり、おしゃ

べりを楽しむサロンです。ランチあります。 

◆ 絵手紙教室（第３木曜） 

❤金曜だけのレストラン  

金曜日 12 時~２時 シェフが交代して、おい

しいランチ（800 円）を提供しています。 

❤麻雀同好会（土曜日１０時~４時半） 

◆ パソコン教室（水曜日） 

◆ 生け花教室、夜 8 時に開催中。 

●オータムフェスティバル 

 11月 16日（土）名経大高蔵高校にて 

 雁道商店街の近く。 

 堀内孝雄コンサート、雁ぶらショップ出店 

mailto:womanhead@hotomail.co.jp
http://ameblo.jp/quota-aichi


って 

4/21 えんがわフェア 

えんがわの中はごった 

がえしています。 

 

    

 

 

 

                          

 

 

石

石川君、ミシンの手つき                             

いいね！ 

 

 

 

 

 

9/5  大梅慶子さんが歌っています。 

荘平さんが、「うまいなあ、うまい

なあ。」と感激しています。 

 

10/3  シャンソンミニコンサート 

丹羽さん、岩月さん､北原さん 歌

も上手ですが、衣装もすてき！ 


