
ingハウス ここから 

運営：特定非営利活動法人 ing       

ハウス住所：安城市朝日町 14-11 

 ＜問い合わせ・申し込み＞ 

電話：080-8737-4914 

FAX：0566-74-4263 

E-mail：npo_ing@yahoo.co.jp 
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 「みんなのセカンドハウス」! 

@ingnpo ing ハウスここから 

ハウスは皆さんに安心してお越

しいただけるように、三密(密閉、密

集、密接)を避ける取り組み(8 人に

入場制限)と、マスク着用、検温、健

康観察、消毒、換気の徹底をしてま

いります。皆さんも、マスク着用で

のご参加お願いします！マスクの

下は満面の笑顔！ 

スタッフ一同心よりお待ちして

います！ 

ここから 

10 時～12 時 

★身体を動かしましょう！ 

16 日 元気カフェ 500 円《リハビ

リネットワークの体操のお兄さん》 

15 日 健康貯筋ヨガ 500 円 

25 日 座りヨガ 500 円 

 

★おしゃべりしましょう！ 

18 日 食育アラカルト 500 円 

一緒に作るのはまだできませんが一

緒に食べて交流しましょう！(仕切

りパネル用意。飛沫防止対策で食事

も安心。しばらくは 11 時にお越し

ください。エプロン不要) 

21 日 おしゃべり会３00 円 

★集中するって楽しい！  

19 日 ぬり絵カフェ 500 円  

じっくり心を込めて塗りましょう！ 

頭の中がリフレッシュ！ 

換気バッチリ・サーキュレーター・

空気清浄機・仕切りアクリルパネル

あり！ 

202１年 1 月「ここから」カレンダー 

午前の部；10 時～12 時・午後の部；13 時～15 時 

❄のマークは「ここからカフェ」；200 円（お茶、 

コーヒー、紅茶他＋お菓子）どなたでもご利用いただけます。 

新コーナー!!とにかく語ろう！ 

1 月 21 日(木)10 時～12 時 

「おしゃべり会」 
たくさんおしゃべりしませんか？日常のあんなこと、こん

なこと、嬉しいこと、悲しいこと、心配なこと…いっぱいしゃ

べってスッキリ！ハウスだったら安心してはなし捨てていけ

ますよ！みんなでおしゃべりしたあとは、きっと笑顔一杯！

（お茶・お菓子付３00 円） 

2020 年コロナ感染拡大 

で歴史的にも時代が大きく変わり

ました。2021 年はどんな年になる

のでしょう。楽しみですね! 

手探りですが変化を受け入れ、皆さ

んと一緒に前を向いていきたいと

思っています。 

ハウス
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◆はな組ｻﾛﾝ・・就学期・発達に不安・個性的な

子の親向けサロン 

◆でこぼこ広場・・発達に不安を感じている親子

向け交流広場です。サポートスタッ

フがいます。 

◆陽だまりｻﾛﾝ・・大切な人を亡くされた方のお

しゃべりと情報交換        

◆見守りｻﾛﾝ・・見守り隊がいます。隊員になり

たい人、依頼したい人の情報交換     

※本通り福祉サロン・・本通り福祉委員会さん

主催の本通りの皆さんへの各種講

座や健康サロン（￥100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆パソコンクラブ：初心者の入門講座。 

簡単なチラシや文書、はがき作成、PC,スマホのお悩み

解決も！のんびり楽しくやりましょう！オリジナルカ

レンダー作成、ネットでの買い物など先生が丁寧に教

えてくれるので安心です。＊13 時～15 時＊講師：萩

野幸一さん＊パソコンやタブレット,スマホなど相談

したい機器をご持参下さい。 

◆棒ビクス：＊第 3 水 10 時～11 時半＊動きやすい服

装＊講師；松田しのぶさん＜1月はお休み＞ 

◆健康貯金ヨガ：＊第 3 金＊10 時～10 時 45 分＊ 

体力に自信が無くてもできることから始めましょう 

シルバー熟年世代向け＊動きやすい服装、 

ヨガマットかバスタオル、水分＊講師： 

えりかさん【IHTA認定 2級インストラクター】 

◆ぬりえカフェ＊第 3 火 10 時～12 時＊ぬり絵しなが

らおしゃべりしましょう＊講師；早川尚絵さん 

会場貸し予約制： 

●生け花(池坊)\2000 

●花あそび\1800(共に会場費+材料費込み)  

●カルトナージュ紙と布で作る美しい 

フランス伝統工芸\2500(材料費込み)  

●はじめてのバイオリン(超初心者レッスン。 

レンタル楽器あり。会場費+講師料\3000/回) 

 

 

 

 

      ◆1 月は 23 日開催 

       断捨離マーケット! 
毎月コツコツ身辺整理しませんか？ 

少しずついろんなものを手放して気軽･身軽に

なりましょう!!また食品ロスを減らすため消

費期限内なのに食べないもの、たくさんあって

いらないものも預かります。第４土曜日までに

「ing ハウスここから」(営業時間 月～金 10

時～16 時)にお持ちください。※いただいた品

は販売させていただき売り上げはハウス運営

のご志金とさせていただきます。 

★サロン参加, DV、いじめやさ

まざまなハラスメント,相談で

きます。お電話下さい。 

【090‐1826‐7289】 

  

※「ここから」とは？～どなたでも気軽に立ち寄れるスペースです～                    

H26~市街地「ここから」を足場拠点に地域福祉と生涯学習の二つのテーマで

生きがいづくり・まちづくりに取り組みます。共育共生、出会いと学びの多

世代交流空間をみんなで作っていきます。ご志金、ご寄附大歓迎！ 

※こんな使い方も出来ます！（レンタル料お尋ねください）台所、和室 2

室。ミーティング・ギャラリー、展示、体験講座、ホームコンサートなど、

楽しいアイデアで「ここから」いろんなことを始めてみませんか?  

 

広場・カフェ・サロン共通利用料 

【お得なチケット販売】(6 枚つづり) 

おとな (\200 券) \1,000 

  子ども (\100 券) ￥500 

♪受付にて販売中です♪ 

 ※500 円券、親子セット券の販売は 

終了しました。 

テーマ別サロン/ひろば 
安心できるおしゃべり、情報交換の場です。  

参加費 1 回 100 円～300 円お茶お菓子付(内容

により別途集金がある場合があります。) 

見守りサロンは 13時～15時・他 10時～12時 

もったいないけどありがとう,サヨウナラ

… 

まちプチ講座 
申込み：ing まで【予約制】 

 E-mail:npo_ing@yahoo.co.jp 

 QRコードから申し込めます。 

 電話：080-8737-4914(10:00-16:00) 

 参加費 1 回 500 円（お茶お茶菓子付） 
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