
高岳福祉会館

事　業　名 内　　　容 開　催　日

●認知症予防教室（対象：65歳以上）

サロンたかおか

東区泉二丁目28番5号  高岳げんき館　☎９３１‐８１７４  FAX９３５‐１０２５

市内在住の60歳以上の方がご利用いただける施設です。
ご利用には、福祉会館利用証が必要です。お持ちでない方は、
氏名・住所・生年月日の確認の取れる証明書をご持参のうえ作成
してください。

　認知症予防に効果的な運動と音楽療法、手作業等さまざ
まなプログラムを行います。
　毎週火・水・木曜日のいずれか１日（２時間）、６ヵ月間のプ
ログラムとなっています。

●認知症予防リーダー養成講座（対象：60歳以上）
　地域で認知症予防の普及啓発のための活動を行うリー
ダーを養成する講座を行っています。

●講座等
　福祉会館ではさまざまな講座や自主活動も行っています。
その一例を紹介します。

高岳福祉会館

健康体操、美文字、折り紙、
絵手紙など　※申込み必要

市医師会の（嘱託医師による）
健康相談

囲碁将棋室を自由利用

卓球台（1台）
①  9：00～11：00　
②11：00～13：00
③13：00～15：00
④15：00～16：45
上記時間帯で完全入替制

カラオケ、書道、フラダンス、民踊、
ヨガ、絵手紙、詩吟、社交ダンス、
パソコン、生け花、英会話、健康体
操、太極拳、ハーモニカ、舞踊、フラ
ワーアレンジメントなど

予約なしで誰でも気軽に参加でき
る単発講座

おしゃべり、ゲームなど気軽に参加
できる場

月1～2回の講座
（半年コース・
1年コースあり）

9：00～16：45

9：00～16：45

原則第1金曜日
14：00～15：00

月3回程度
内容はお問合せください

第3月曜日
10：00～11：30

詳細は
お問合せくださいその他の自主活動

趣味の講座

健康相談

卓　　球

囲碁将棋

オープン講座

地下鉄桜通線・市バス「高岳」最寄り
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東生涯学習センター

東区葵一丁目3番21号　☎９３２‐４８８１ FAX９３２‐４８８２

生涯学習の拠点として、市民の皆さんが利用できる施設です。
趣味や学習を共にする仲間で自主学習グループを作り、さまざま
な活動が行われています。
名古屋市や当館が主催する講座や教室、体験も数多く開催して
います。
また、秋には「生涯学習まつり」が開催され、自主学習グループの
作品展示や活動発表を行います。

【自主学習グループの例】
■芸術・文化…音楽、コーラス、絵画 など
■スポーツ…卓球、バレー、レクバレー、ヨガ、太極拳 
など

■家庭生活・趣味…工芸、写真、囲碁 など
■その他…英会話、詩吟、演劇、
　マッサージ など

東生涯学習センター

●自主学習グループ
 スポーツから芸術・文化、健康、趣味などさまざまな自主グ
ループが活動しています。

【過去の講座例】
■＜なごや学＞名古屋の魅力を再発見
　～伝統の職人技を体験しよう～
■転ばないで元気に暮らすコツ！　
　～明日から実践できる食事と運動～
■コグニサイズで認知症予防
■足もみ健康教室
■ロビーコンサート

●開催講座
　名古屋市が主催する講座の他、当館主催の教室や体験があ
ります。公開講座や自主学習グループ開設講座もあります。
　募集チラシは毎年８月末と３月末に発行予定です。

地下鉄東山線「新栄町」、市バス「布施」最寄り

　約50人の会員が当番制で文化のみち
のガイドを行っています。ガイドは自分の
勉強になり歩いて体も動かします。人との
交流も生まれ、健康づくり、生きがいにつ
ながりますよ！

講座から生まれた
「東区文化のみちガイドボランティアの会」

東区文化のみちガイドボランティアの会
ホームページ http://higashibgv.com/
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東保健センター

①、②について　保健予防課（感染症対策等担当）　東区筒井一丁目７番７４号　☎９３４‐１２１８　FAX９３７‐５１４５
③について　　健康安全課（企画管理係）　　　東区筒井一丁目７番７４号　☎９３４‐１２０５　FAX９３７‐５１４５

東保健センター
①いきいき健幸教室（いきいき教室・拠点型）
【対　象】区内在住の６５歳以上の方
【日　程】内容ごとに各３回程度開催
【内　容】運動実技、脳トレ、栄養講話（試食付）、

調理実習、歯科講話など

②地域サロン活動等支援事業
　保健センターの保健師、管理栄養士、歯科衛生士やリハビ
リテーション専門職等の外部講師が地域の活動先にお伺い
し、介護予防のお手伝いをしています。

【教室の例】
・サロンに体操の講師を招い
て皆でストレッチ
・手芸サークルで歯科衛生士
による歯周病チェック
・老人クラブの集いでおやつ
作り
…等内容は様々！

③東区健康のつどい
　 健康に関する講話と健康体操、
相談等を組み合わせた講演会を
年４回開催しています。

市バス「東区役所」、「山口町」最寄り
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なごやかクラブ東
東区老人クラブ連合会

東区老人クラブ連合会事務局（東区役所 福祉課内）　東区筒井一丁目7番74号  ☎９３４‐１１９４  FAX９３６‐４３０３

なごやかクラブ東では、日帰りバス旅行、趣味の作品展やグラ
ウンドゴルフ大会、クロリティ（わなげ）大会、体操教室など様々
なイベントを開催しています。
また、地域の老人クラブでも、グラウンドゴルフなど趣味のサー
クル、食事会などを行っています。お友達もでき、楽しい毎日が
過ごせますよ。

東区老人クラブ連合会

グラウンドゴルフ

げんき体操教室

カローリング

趣味の作品展

日帰りバス旅行

なごやかクラブ東

市バス「東区役所」、「山口町」最寄り
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東スポーツセンター

体操・水泳・水中運動などあります。詳しくはお問い合わせください。体操・水泳・水中運動などあります。詳しくはお問い合わせください。

夏も冬も快適な温水プール。

安心な料金
敬老手帳お持ちの方は、
トレーニング室・プールの利用が

1回 100円
お得な回数券・定期券も

あります。

東スポーツセンターは利用者の約4割が65歳以上の方で、
シニアが一緒に運動をする仲間づくりにぴったりの場所です。
トレーニング室は、指導員もいるので安心して利用できます。
25mプールにはウォーキングコースもあります。家でゴロゴロ
するのではなく、運動してみませんか。

東区大幸南一丁目1番10号  ☎７２３‐０４１１  FAX７２３‐０４４０

東スポーツセンター

汗をかいて身体も気分も軽やかに。

スポーツ教室

地下鉄名城線・ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」、市バス「大幸」最寄り
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東図書館 東文化小劇場・市民ギャラリー矢田

明るい館内

東図書館には、みなさまを応援するものがいっぱい！ 日々の
暮らしに役立つ本や新聞、地域の見どころや文化関連のチラ
シ、無料講座の案内など、「いきいき」「わくわく」できるきっかけ
が見つかるかも！

東文化小劇場では　音楽、舞踊、演劇、映画、講演などさまざま
な催し物を開催しています。
また、市民ギャラリー矢田ではさまざまなジャンルの作品展示や
ワークショップなどを開催しています。

●例えば、こんなときに…
「簡単に、おいしい料理を作りたい」
「ムリせず体を伸ばして、楽に動きたい」
「ゆったりした気分で暮らしたい」などなど。
ヒントになる本にきっと出会えます。
主な日刊新聞は１年分所蔵。世の中の動きもキャッチできます！

●開催イベントの例

　昭和の懐かしい歌を体を
うごかしながらピアノ伴奏に
のせて、みなさんで大合唱し
ます。

　編み物、ニット、ちぎり絵
など定期的に講座を開催し
ています。

東図書館

東区大幸南一丁目1番10号  ☎７１２‐３９０１  FAX７１２‐３９０２ 東区大幸南一丁目1番10号  ☎７１９‐０４３０  FAX７１９‐０４４０
地下鉄名城線・ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」、市バス「大幸」

東文化小劇場・市民ギャラリー矢田

ドラゴンズ応援コーナーも

『健康歌声♪』
（東文化小劇場）

『アート＆クラフト講座』
（市民ギャラリー矢田）

最寄り地下鉄名城線・ゆとりーとライン「ナゴヤドーム前矢田」、市バス「大幸」最寄り
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名古屋市シルバー人材センター 北部支部

北区萩野通１丁目34番地　☎９３８‐３６２８　FAX９３４‐７０２０

高齢者（会員）が働くことを通じて生きがいの充実を図り、地域
社会に貢献することを目指す団体です。
市内にお住まいの原則６０歳以上で、健康で働く意欲のある方
は、シルバー人材センターの会員になることができます。会員に
は、働いた仕事に応じて報酬が支払われます。

＊名古屋市内で約8,000名の高齢者が登録
＊登録会員の平均年齢７４歳
＊７０代後半の会員の就業率は約７７％
　健康であれば長く続けられるお仕事です。

　会員の親睦会である「会員互助会」もあります。（任意加入）
旅行、趣味の講座や同好会などシルバー会員同士の交流や、多
彩な行事を通じて、みなさん、いきいきとしたシニアライフを楽し
んでいます。

お仕事の内容
・施設管理　　　　　　・スーパー関連業務
・屋内外軽作業、清掃　・筆耕、一般事務 など
　植木剪定、機械刈除草、清掃、筆耕などの研修で技能向上
に努めています。

名古屋市シルバー人材センター 北部支部

市バス「北図書館」最寄り
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名古屋市高齢者就業支援センター

【高齢者の就業に関する相談】

昭和区御器所通三丁目12番地の1　御器所ステーションビル４・５階
講習等の問合せ  ☎８４２‐４６９１  FAX８４２‐４８９４　就業の相談  ☎８４２‐４６９2  FAX８４２‐４８９４

人生の第二ステージにおいても社会の担い手としていきい
きと活躍できるよう、就業に関する各種サービスを提供して
います。

　職業紹介等の経験豊かな相談員が、相談者の状況や希望に応
じて、きめ細やかな就業相談を行います。

【情報提供】
　最新の求人情報等の就業に関する情報を幅広く収集し、高齢
者にわかりやすく提供しています。

【技能講習】
　高齢者の方を対象に就業に役立つ知識
や技能に関する講習を実施しています。

　・介護職員初任者研修
　・同行援護従業者養成研修
　・除草講習
　・植木剪定従事者養成講習
　・子育て支援養成講習　
　・調理補助スタッフ養成講習　
　・警備業基礎講習　等

【交流啓発】
　就業や生きがいに関する講習を通じ、交流の場を提供したり、
就業に関連したセミナー等を開催しています。

　・パソコン講習　・調理講習　・毛筆講習　・健康講座　等

【自主事業支援】
　支援センターの講習受講者が設立した団体の支援を行って
ます。

【その他の就業支援】
　シニア就職フェアを実施し、講習
修了者に事業内容等を説明します。
　どんな仕事が向いているかの適
性を測り就業に役立てる「高齢者生
きがいノビノビ就業フェア」を開催
します。

名古屋市高齢者就業支援センター

地下鉄桜通線・鶴舞線「御器所」最寄り
18



ポイントは健康寿命！

健康寿命をのばし、この差を縮めることが大切！
約10年！！
健康寿命と平均寿命との差
（＝不健康で日常生活に制限のある期間）は

日常生活に制限なく
自立して過ごせる期間

適度な運動、バランスの良い食事、趣味、定期健診・・・

特に 人との交流・社会参加 が大切！！

運動や趣味も誰かと一緒にやるのが効果的です！
外出が週に1回以下の人は、毎日外出する人に比べ

認知機能の低下リスクが約3.5倍！

おでかけすることで
要介護状態の

予防に繋がります！

閉じこもりは
要介護状態の
原因に…！

ポイントは健康寿命！
平均寿命
80.98健康寿命とは・・・？

では、何をやったらいいの・・・？

健康寿命とは・・・？

では、何をやったらいいの・・・？

健康寿命とは・・・？

では、何をやったらいいの・・・？

出典：平成28年 厚生労働省

0 20 40 60 80 100

男性

女性

不健康な期間 12.35年

不健康な期間 8.84年

健康寿命 72.14

健康寿命 74.79 平均寿命
87.14

健康寿命をのばし、この差を縮めることが大切！
約10年！！
健康寿命と平均寿命との差
（＝不健康で日常生活に制限のある期間）は
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東区地域包括ケア推進会議（事務局：東区役所・東保健センター・東区いきいき支援センター・東区社会福祉協議会） 令和元年12月発行東区地域包括ケア推進会議（事務局：東区役所・東保健センター・東区いきいき支援センター・東区社会福祉協議会）

東区役所福祉課 筒井一丁目7番74号 電話 934-1196   FAX 936-4303
東保健センター 筒井一丁目7番74号 電話 934-1219   FAX 937-5145
東区社会福祉協議会 泉二丁目28番5号 高岳げんき館 電話 932-8204   FAX 932-9311
東区いきいき支援センター 泉二丁目28番5号 高岳げんき館 電話 932-8236   FAX 932-9311

いつまで
も東区で、元気にいきいきと暮らすために…いつまで
も東区で、元気にいきいきと暮らすために…

ぜひこのパンフレットをご活用ください！ぜひこのパンフレットをご活用ください！

各おでかけ先の
詳細は広報なごやも

見てね♪

問い合わせ先

発　　行 令和元年12月発行
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