介護予防プログラム「中央粋なまちトレーニング」誕生

テノール
東原 佑弥

ソプラノ
河田 まりか

ピアノ
大村 麗

童謡・日本歌曲・オペラ、様々なジャンルの名曲をお届けします。
日時

４月２９日（月）

午後１時半開場
午後２時開演
出演 ソプラノ 河田 まりか
テノール 東原 佑弥
ピアノ 大村 麗

お申込み不要。お誘いあわせの上、
ぜひお越し下さい。

演奏予定曲
★「星めぐりの歌」宮沢賢治／編曲青島広志
★歌曲集「幽韻」より山田耕筰
（詞：小倉百人一首）
『花のいろは』
『玉の緒よ』
『わが袖は』
★「小さな空」武満徹
★「忘れな草」Ｅ．クルティス
★歌劇「ロミオとジュリエット」よりＣ．グノー
『私は夢に生きたい』
『太陽よ、昇れ』
★歌劇「椿姫」よりＧ．ヴェルディ
『乾杯』
★「愛の賛歌」エディット・ピアフ（ピアノ演奏）

「江戸っ子クラブ手作り教室」
日時 ４月１０日（水）
午前１０時～１１時半
内容 『変わり鶴２種』を作ります。
定員 １８名（申込先着順）
３月２０日より受付致します。

制作見本

身近な場所で気軽に健康づくり
ができるよう、いきいき館職員
や区の体操ボランティアの皆さ
んなど様々な方のご意見も取
り入れた区独自の介護予防プ
ログラム「中央粋なまちトレー
ニング（略称『粋トレ』）が誕生し
ました。
転倒予防に必要な足腰の筋力
アップやバランス能力、認知機
能の向上をめざしています。
「これがお江戸の盆ダンス」を
アレンジした曲に合わせて、あ
なたも体操してみませんか？
新任のご挨拶
みなさんこんにちは。４月より館長
を務めさせていただくことになりま
した野津晋三（のづしんぞう）と申
します。自己紹介ですが、
【趣味】：温泉旅行、釣り、スポーツ
観戦、ペットの飼育・・・
【好きな食べ物】：うなぎ、お煎餅。
【モットー】：明るく、楽しく。
こんなキャラクターの私ですが、
引き続き皆様にとって楽しく過ごし
やすい館にしていきたいと思いま
す。微力ではございますが、皆様
のお役に立てるよう誠心誠意励ん
でまいりますので、どうぞ宜しくお
願いいたします。

日程
４月１０日（水）
４月１５日（月）
４月２４日（水）
４月２９日（月）

時間
場所
定員
午後１時３０分
いきいき
各１５名
午後１時１５分
桜川
（当日
トレーニング
午後１時３０分
先着順）
ルーム
午前１１時

所要時間約３０分 ※運動できる服装でお越しください。
※タオルを１本ご持参ください。
退任のご挨拶

転任のご挨拶

この度、３月末で退職することに
なりました。１ヶ月の引継ぎを経て、
２年間をいきいき桜川の館長とし
て勤務させて頂きました。
この間、利用者の皆様には励まし
やご意見ご協力を賜り、無事に職
務を全うすることが出来たことを、
この場を借りて御礼申し上げます。
また、仮設建物への移転に携わ
れたことで、少しでもお役に立て
たのではないかと思っております。
いきいき桜川が健康増進、生きが
いつくり、交流と憩いの場として地
域の皆様に愛され、ますます発展
することと、利用者の皆様のご健
康とご健勝を祈念致します。

今回、いきいき桜川職員か
らいきいき勝どき職員に転
任になりました。10月から
桜川職員として携わり、未
熟でありながら皆様と関わ
ることができたことをとても
嬉しく思います。
未経験の私が皆様からこ
んなにも暖かく接していた
だけるとは夢にも思いませ
んでした。半年間という短
い期間でしたが、私にとっ
ては充実した期間であり、
貴重な経験をさせていただ
きました。この経験を活かし、
いきいき勝どきの発展につ
なげていきます。ありがとう
ございました。

野津 晋三

吉岡 達生
河野 暁仁

桜川公園の中に建っているグレーの３階建ての
建物です。桜の名所にもなっておりますので、
皆様ぜひ
お越し下さい。
入口（東側）
※日比谷線「八丁堀駅」
Ａ２出口すぐ。
江戸バスバス停「 八丁堀
駅」道路向かい側
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☎３５５３-００３０
日曜日

月曜日
1
★きらきらエクササイズ／岡本
Ａ 10：00～11：00
Ｂ 11：10～12：10
○鉛筆画教室／飯田
10：00～12：00（20）
○みんよう講習会／柿崎
14：00～15：00（40）

7
※民舞サークル「苑の会」
9：00～12：00
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
●お茶会／高橋
①13：00～13：30（15）
②13：40～14：10（15）
③14：20～14：50(茶道入門受講生)

8
○シャチの歌ってすこやか体操／和田
10：30～11：30（35）
○チェアロビ元気体操／中村（ま）
（受付12:30）13：00～14：00（40）
○コーラス教室／大塚
14：30～16：00（60）

火曜日
2
※はつらつ健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★楽しく英語に親しみましょう／岡崎
10:00～11:00
★おもてなし英会話／岡崎
11:10～12:10
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
★筆ペン・ペン習字講座／小川
①12:45～13：45
②14：00～15：00

9
※はつらつ健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★陳式・太極拳入門／林
（継続）9：30～10：30
（新規）11：00～12：00
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
○いきいき運動／高山
14：00～14：45（40）

水曜日
3
○こころのヨガ／中村（矩）
10：30～12：00（30）
○健康タオル体操／中村（ま）
13:00～14:00（40）
★実践英会話／鈴木
15：00～16：00

14

15
★きらきらエクササイズ／岡本
Ａ 10：00～11：00
Ｂ 11：10～12：10
○鉛筆画教室／飯田
10：00～12：00（20）
○粋トレ体験会
13：15～13：45（15）
○みんよう講習会／柿崎
14：00～15：00（40）

16
※はつらつ健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★楽しく英語に親しみましょう／岡崎
10:00～11:00
★おもてなし英会話／岡崎
11:10～12:10
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
★筆ペン・ペン習字講座／小川
①12:45～13：45
②14：00～15：00

※さわやか健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★ヨガ経験者コース／豊島
10：30～11:30
○生きがい相談
13：00～16：00
※さわやか健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★リラックスヨガ／豊島
A 13:30～14:30
B 15:00～16:00

11

12

※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
○桜川体操サークル／体操リーダー
9：30～11：00（25）
○ウクレレ教室／金澤
10：00～11：30（30）
※はつらつ健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
○フラダンス講習会／林
13：30～15：00

18

19

※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
○ウクレレ教室／金澤
10：00～11：30（30）
※はつらつ健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★オカリナ教室／渡辺
（入門編）14：00～14：50
（初中級）15：00～16：00

◎マッサージ 抽選／券配布開始

21
※民舞サークル「苑の会」
9：00～12：00
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
○着付け教室／近藤
13：00～14：00（20）
○盆踊り講習会／近藤
14：10～15：10（30）

22
○シャチの歌ってすこやか体操／和田
10：30～11：30（35）
○チェアロビ元気体操／中村（ま）
（受付12:30）13：00～14：00（40）
○コーラス教室／大塚
14：30～16：00（60）

23
※はつらつ健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★陳式・太極拳入門／林
（継続）9：30～10：30
（新規）11：00～12：00
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
○いきいき運動／高山
14：00～14：45（40）

24
※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
○京橋ひろば／生きがい活動支援室
10：00～11：30
○粋トレ体験会
13：30～14：00（15）
○健康づくり講座／椎井
15：00～16：00

25

ＡＭ ： 10： 40/11： 20
ＰＭ ： 13： 00/13： 40/14： 40/15： 20

28

29
○粋トレ体験会
11：00～11：30（15）
○さくらコンサート
14：00～15：00

※さわやか健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★ヨガ経験者コース／豊島
10：30～11:30
※さわやか健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★リラックスヨガ／豊島
A 13:30～14:30
B 15:00～16:00

★ストレッチヨガ／豊島
10：30～11：30
★いきいき健康麻雀教室／陽だまり会
13：00～16：00
○一から始めるナンプレ／河野
13:15～14:：45（20）
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00

13
○ゴムバンド教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：00
★いきいき健康麻雀教室／陽だまり会
13：00～16：00
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00
★ピアノ教室
指定時間

20
★ストレッチヨガ／豊島
10：30～11：30
★いきいき健康麻雀教室／陽だまり会
13：00～16：00
○一から始めるナンプレ（プラス）／河野
13:15～14:：45（20）
★ピアノ教室
指定時間
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00

（ １８日 ～ ２２日 ）

26

※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
○桜川体操サークル／体操リーダー
9：30～11：00（25）
○ウクレレ教室／金澤
10：00～11：30（30）
○フラダンス講習会／林
13：30～15：00
※はつらつ健康教室
（受付13:30）14：00～15：45

◎敬老マッサージ 当日

★タイチーダンス／小野
10：15～11：45
★ロバートの体当たり英会話
／ロバート・大島
初級 10:00～11:00
中級 11:10～12:10
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00

※さわやか健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★ヨガ経験者コース／豊島
10：30～11:30
※さわやか健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★リラックスヨガ／豊島
A 13:30～14:30
B 15:00～16:00

土曜日
6

（ １０日 ～ １７日 ）

17
※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
○こころのヨガ／中村（矩）
10：30～12：00（30）
○健康タオル体操／中村（ま）
13:00～14:00（40）
★実践英会話／鈴木
15：00～16：00
★ピアノ教室
指定時間

金曜日
5

○ウクレレ教室／金澤
10：00～11：30（30）
※はつらつ健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★オカリナ教室／渡辺
（入門編）14：00～14：50
（初中級）15：00～16：00

10
※マシントレーニング教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：15
●江戸っ子手作り教室（16）
10：00～11：30
○粋トレ体験会
13：30～14：00（15）
○桜川いきいき寄席
14：00～15：00
○いきいき教室
15：00～16：00

◎マッサージ抽選申し込み開始
★タイチーダンス／小野
10：15～11：45
★ロバートの体当たり英会話
／ロバート・大島
初級 10:00～11:00
中級 11:10～12:10
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00

木曜日
4

Ver.５

※さわやか健康教室
（受付9:30）10：00～11：45
★ヨガ経験者コース／豊島
10：30～11:30
※さわやか健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
★リラックスヨガ／豊島
A 13:30～14:30
B 15:00～16:00

27
○ゴムバンド教室／体操リーダー
（受付9:30）10：00～11：00
○浮世絵セミナー／森山
10：30～11：30
●工作クラブ／栗原・清野
①10：30～12：00（12）
②15：00～16：30（12）
★いきいき健康麻雀教室／陽だまり会
13：00～16：00
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00
★ピアノ教室
指定時間

30
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
○歌声広場／三浦
15：30～16：30

【表の見方】
≪お知らせ≫
●いきいき寄席は日程が決まりしだい館内に
掲示いたします。

★マーク：募集時期に申し込み頂き、定員オーバーの場合、抽選となります。
●マーク：定員制で毎回先着順にて事前に参加募集いたします。（ ）内定員
（当日空きがあれば参加出来ることもあります）。
○マーク：自由参加で予約は不要ですが、定員のある講座は当日先着順となります。
※マーク：参加ご希望の方は、スタッフにお尋ねください。
※「さわやか健康教室」・「はつらつ健康教室」・「マシントレーニング教室」への参加方法については
高齢者福祉課又は最寄りのおとしより相談センターまでお問い合わせください。
※都合により予定が変更になる場合があります。（変更時は館内に掲示いたします）

２０１９年３月発行 Ver.５

