
5 2 東 区⓮

●おもちゃ病院とんかち（申込不要、修理代は無料、部品代は自己負担）
日時 ２／19（日）午前10：00～午後２：30
※エアガンなどの危険なおもちゃは、修理できません。

●パソコン相談（無料）
日時 ２／22、３／１（水）
　　 午後１：30～３：30
申込 当日午後１：00から先着順

●おはなし会（無料）
日時 ２／18・25、３／４（土）
　　 午後２：30～３：00
対象 幼児、小学生　
定員 各15人（当日先着。
　　 付き添い含む）

●赤ちゃんからの
　　　おはなし会（無料）
日時 ２／24（金）、３／９（木）
　　 午前11：00～11：30
対象 乳幼児とその保護者
定員 各７組（当日先着）
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●大人のためのおはなし会
　～ストーリーテリング（語り）で
　　昔話を楽しむ～（無料）
日時 ３／10（金）①午前10：15～11：00
　　  　　　　②午前11：15～正午
内容 日本の昔話・世界の昔話（①と②
で語り手やプログラムが変わります）
定員 ①②各15人（先着順。①②通しで
の参加も可）　対象 一般　
申込 ２／24（金）午前10：30から電話で

※各施設の住所は、�面を参照してください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、記載している講座などが中止または内容変更となる場合があります。詳細は施設へご確認ください。

 

日時 ３／３（金）
　　 午後２：00～２：45

●健康相談（申込不要・無料）

●オープン講座（無料）

①膝痛・腰痛予防体操 ２／28（火）午後２：00～３：00

②みんなで一緒に体操しましょう ３／４（土）午後２：00～３：00

③バランスボールエクササイズ ３／６（月）午前10：00～11：00

申込 ①２／14（火）～②２／18（土）～③２／20（月）～
　　 直接窓口へ（午前10：00から電話も可）

●認知症予防リーダー養成講座…認知症予防について学び、東区内
　でボランティア活動をしていただける方を募集します。
日時 ４／21（金）・28（金）、５／12（金）・18（木）・26（金）
　　 午前10：00～正午　※別途外部研修あり
対象 市内在住の60歳以上の方　　　　 定員 ５人（先着順）
料金 無料（外部研修時の交通費必要） 申込 ２／13（月）から直接窓口へ

●認知症予防教室「なないろ」…認知症予防に効果的な軽い運動や
　体操、回想法、そのほか指先を使うプログラムなどを行います。
日程 ４月～９月の毎週①火曜日②水曜日③木曜日
時間 午前10：00～正午　対象 市内在住の65歳以上の方で、他区で申し
込みをしていない方　定員 ①②③各12人 料金 無料
申込 ２／13（月）～28（火）に直接窓口へ。申込多数の場合は抽選。

※開館時間は午前８：45～午後５：00、申込受付時間は午前９：00～午後４：30

定員 ①②各30人③18人（先着順）

●60代からの福祉会館講座「護身術を習ってみよう！」（無料）
日時 ３／４（土）午前10：00～11：00　定員 20人（先着順）
申込 ２／18（土）から直接窓口へ（午前10：00から電話も可）

●もの忘れ相談医の専門相談（無料）
日時 ３／８（水）午前10：00～11：30
対象 認知症についてお困りの方やご家族
定員 ３組程度　申込 ３／６（月）までに電話で

●認知症家族サロン（無料）
認知症について情報交換できます。
日時 ３／８（水）
　　 午後１：30～３：30
対象 認知症の方を介護する
　　 ご家族など
定員 15人程度　
申込 ３／６（月）までに電話で

 

週１回、身近な地域でフレイル予防し
ませんか！※フレイル：心身機能の低下

曜日 時間 会　場

月
①  山吹コミュニティセンター
②  筒井コミュニティセンター

火
①  旭丘コミュニティセンター
②  明倫コミュニティセンター

水
①  葵コミュニティセンター
②  東白壁コミュニティセンター

金
①  矢田コミュニティセンター
②  サンコート砂田橋集会所

①…午前の部（午前10：00～正午）
②…午後の部（午後１：30～３：30）

※感染予防のため、①②をそれぞれ
　前・後半の２グループに分けて実
　施します。グループの指定はでき
　ませんので、どちらのグループでも
　参加できる会場をお選びください。

期間 ４月～９月
対象 市内在住の65歳以上の方

（この事業に初めて参加される方優先）
定員 各会場20人
料金 無料（別途材料費などが必要）
申込 電話、郵送または直接当協議
　会（〒461－0001東区泉二丁目28－
　５）へ持参。２／24（金）必着
記載事項 専用の申込はがきまたは郵
便はがきに①氏名（ふりがな） ②住
所 ③電話番号 ④生年月日（年齢） ⑤
参加希望会場を記載してください。
※専用の申込はがきは当協議会、
　区役所などで配布します。
※申し込みは１人１会場まで（市
　内での重複申し込みも不可）。
※本人の申し込みに限ります。
※申込多数の場合は３／２（木）に抽
　選（非公開）。結果は郵送します。

高齢者はつらつ長寿推進事業高齢者はつらつ長寿推進事業

「さくらクラブ」「さくらクラブ」参加者募集参加者募集

●●自由参加自由参加（（申込不要）申込不要）

①②の申込①②の申込
①２／22（水）　②３／９（木）　①２／22（水）　②３／９（木）　
午前10：00から直接、児童館へ午前10：00から直接、児童館へ

（午前10：30から電話も可）（午前10：30から電話も可）

ももちゃんひろば（無料）

２／14・28（火）
午前10：00～正午、午後１：00～４：00
対象 乳幼児とその保護者
定員 各時間帯10組程度

土曜おはなし会（無料）

２／25（土）午前10：30～11：00
対象 乳幼児（保護者同伴）～小
学２年生　定員 当日先着10組

おしゃべりべびも（無料）

３／７（火）午前10：00～11：00
※遊びながら保育士とお話できます。
対象 未就園児とその保護者、
　　 妊婦さんとその家族

①たのしいリトミック（無料）

３／１（水）ⓐ午前10：00～10：45
　　　　　ⓑ午前11：00～11：45
対象 首がすわっている～歩き出
す前の乳幼児とその保護者　
定員 ⓐⓑ各10組（先着順）

②ぴょんぴょんクラブ（無料）

３／16（木）午前10：30～11：30
対象 歩ける乳幼児とその保護者
定員 10組（先着順）

●●申込参加申込参加

おもちゃ病院とんかち（修理代は無料、部品代は自己負担）

４／９（日）午前10：00～午後３：00
申込 ３／１（水）から受付開始（事前申込必要。詳しくは児童館へ）
※新型コロナウイルス感染予防のため、事前に電話受け付けをした
方のおもちゃを当日預かり、修理後のおもちゃを後日お返しします。

※詳しくはお問い合わせください。

●一回参加型スポーツ教室

レッスン 日　程 時　間 料金（１回）

①エアロビクス
Ⅰ ２／15・22、３／１（水） 午後７：00～８：00 330円

Ⅱ ２／16、３／２（木） 午前９：30～10：30 330円

②水中エアロ ２／15・22、３／１・８（水）午前11：00～正午 620円

③ヨ　ガ ２／15・22、３／１（水） 午後８：10～９：00 330円

④ソフトエアロ ２／16、３／２（木） 午前10：45～11：45 330円

対象 中学生以上　定員 各30人

申込 ①②当日開始30分前から先着順　③当日午後７：00から整理券配布
　　 ④当日午前９：00から整理券配布

 

●ワンコイン名画鑑賞会
　ひがシネマvol.11
　「マルタの鷹」
日時 ２／24（金）

①午前10：30～

②午後２：00～

③午後６：30～

料金 500円

（障害者手帳などをお持ちの方は

450円）※時間指定・全自由席

問合 ☎719－0430

●みんなで一緒に歌いましょう！　
　健康歌声vol.37
日時 ３／７（火）
　　 午前10：30～
料金 1,000円
　　 全自由席
出演 SACHIA.（ソプラノさちあ）
　　 田原奈津代（ピアノ）
問合 ☎719－0430

●プロが読む朗読鑑賞会
　「ききものがたり」act.８
日時 ３/８（水）　
　　 ①午後２：30～
　　 ②午後６：30～
料金 無料（整理券必要）
出演 菅沼翔也・廣瀬菜都美（朗読）
問合 ☎719-0430

●福祉会館からのお知らせ
　談話室（新聞・雑誌・テレビの閲覧）の利用・卓球室の利用を再
　開しました。ご利用時間・方法など、変更になっていることも
　あります。詳しくはお問い合わせください。


