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元気の秘訣は「
笑うこと！」
の秘訣は「笑うこと！」

車いすを押し、病院へ向かう

茶道サークルに参加している 96 歳の女性の方の元気情報をお伝えします！

茶道サークルの他にもいくつかのサークルを元気に楽しみながら、日ごろの料理

などの家事はもちろん、
「まだ針に糸がとおるよ」と縫い物もご健在！

元気の秘訣は、
「いろいろなところに出か
「自分でできることは自分
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取り組みや、生活上の工夫を発信していきたいので、ぜひお聞かせください。
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掲載している施設等から
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セブンイレブン（セブンミール）
セブンミール）
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宅配・配達サービス実施店
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ネットで注文。
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上から、配達料
無料

ご自 宅へ 商 品を 届け

しくはインター

をいただ いてい ます。

登録後、電話も

セブンイレブン ハートインビエラ玉造店
下村店長と、従業員さん（元気高齢者！）

ライフ緑橋店

東中本 2-8-20
認ください。）
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コノミヤ緑橋店

中本 1-9-11

ゆうパック受入

※生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが調べた情報です。把握しきれていない情報は追加
していきたいと思っておりますので、ご連絡ください。
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は、と感 じます 。

神路 4-7-19

「できる だけ長 く健康 に過 ごしたい 」

ライフ新深江店

がほとん どの人 の願い だと 感じまし た。
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