お薬セミナー
『日常に潜む危険』
◆混ぜるな危険
◆健康食品の選び方
◆大人、子供の誤飲
日時

ＢＲＥＥＺＥ（コーラスグループ）
1993年にジャズシンガー後藤
芳子の門下生で結成。グルー
プ名はイラストレーターの和
田誠氏が命名。ジャズスタン
ダード、ポップス、ミュージカ
ル、映画音楽、日本の楽曲ま
でレパートリーは幅広い。

『転倒予防教室』

専門的な立場から、転ばないた 日時 ８月５日（日）
めの身体づくりのコツを披露しま
午前１０時～１１時半
す。お誘いあわせの上ご参加下
会場 いきいき桜川大広間
さい。申込受付中！
８月のテーマ

定員 ２５名（先着順）

午後２時～３時半
場所 ３階「大広間」

水

２．「健康食品の選び方」
健康食品が巷に溢れている中、品質が
確かなものの選び方を薬剤師が、詳しく解
説します。
予約不要です。お気軽にご参加下さい。

男女４人組のジャズボーカルグループによるス
イング感あふれるハーモニーをお楽しみください。
演奏予定曲 ベサメムーチョ、ソーラン節、
見上げてごらん夜の星を、ルート６６、他

柔道整復師による

８月３０日（木）
怪談を
聞いて
涼みま
しょう！

１．「まぜるな危険」
洗剤などでよく耳にしますが、実際に何
を混ぜてはいけないのか？その危険度
は？

出演 ＢＲＥＥＺＥ(ﾎﾞｰｶﾙ)
野口 久和(ﾋﾟｱﾉ)

定員１２０名
当日先着順

日

日時

いきいき桜川「大広間」
講師 渡邉 康司（株式会社望星薬局）

午後３時半開場 ４時開演

ジャズピアニストとして活躍す
るほか、ポップス系アーティス
トのサポートや数多くのレコー
ディングやコンサートにもアレ
ンジャーとして参加している。
舞台・ミュージカルなど多彩な
音楽も手がけている。

月

英語で落語を聞いてみよう！

午後３時半～４時半

日時 ８月３１日（金）

野口久和（ピアノ）

８ ２９

ＲＡＫＵＧＯ ＩＮ ＥＮＧＬＩＳＨ

《筋肉》について

出演

紅巣亭文具
紅巣亭鶴女

昨年好評だった「英語で落語を聞い
てみよう」を今年も開催。演目は怪
談を予定。 入場無料／予約不要

吹矢を楽しむ会 ８月予定

初めての方
大歓迎
（初回のみマウスピー
ス代100円必要です。）
館長通信
７月から開館時間を１時間延長しておりますが、皆さん有効に利用されてい
ますでしょうか。地球温暖化の流れでしょうか、日本の四季／気候が変化し
ているようで、今年の梅雨は非常に短く、その後６月の終わりから猛暑続き
と思っていたら突然の豪雨に見舞われ大勢の方が亡くなられました。天気
予報の精度は上がっているのですから、防災対策／避難指示など徹底し
て頂き、あとで人災と言われないようにして欲しいものです。
さて、この時期は何といっても甲子園の高校野球ですね。ラウンジ／亀の
間／鶴の間でテレビ観戦をお楽しみください。また、月末には「ジャズコン
サート」を予定しておりますので皆さんの来場を心よりお待ちしております。

４日（土）
１１日（土）
１８日（土）
時間は、全て
午後３時～
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☎３５５３-００３０
日曜日

月曜日

火曜日

【表の見方】
★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」・「マシントーレーニング教室」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）

5

6

※民舞サークル「苑の会」
9：00～12：00
○転倒予防教室
10：00～11：30
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00
★茶道入門
13：30～16：00

○鉛筆画教室／飯田
10：00～12：00（20）
○シャチの歌ってすこやか体操／和田
10：30～11：30（35）
★きらきらエクササイズ／岡本
10：30～11：30
○みんよう講習会／柿崎
14：00～15：00（40）

7
★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
①13：00～14：00
②14：00～15：00

水曜日
1
★こころのヨガ／中村（矩）
10：30～12：00
○健康タオル体操／中村（ま）
13:00～14:00（40）

8
★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
○チェアロビ元気体操／中村（ま）
（受付12:30）13：00～14：00
●江戸っ子手作り教室（16）
10：00～11：00
○いきいき教室
15：00～16：00

木曜日
2
○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

金曜日
3
★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
○生きがい相談
13：00～16：00
★リラックスヨガ／豊島
A 13:30～14:30
B 15:00～16:00

9
★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

10

Ver.２

土曜日
4
★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
★ちぎり絵教室／佐藤（淳）
14：00～15：00
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00

11（山の日）

★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

○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

≪お風呂休み≫
≪お風呂休み≫

12

13

★タイチーダンス／小野
○コーラス教室／大塚
10：15～11：45
14：30～16：00（60）
★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

14
★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）

◎マッサージ抽選申し込み開始

15

★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
★ピアノ教室
指定時間
○桜川いきいき寄席
14：00～15：00

（８日～１５日）

16

★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

17

18

★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
★ちぎり絵教室／佐藤（淳）
14：00～15：00
★ピアノ教室
指定時間
○吹き矢を楽しむ会
15：00～16：00

≪お風呂休み≫

19
※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
14：00～15：00（30）

20
○鉛筆画教室／飯田
10：00～12：00（20）
★きらきらエクササイズ／岡本
10：30～11：30
※オリエンテーション
13：00～14：00
○みんよう講習会／柿崎
14：00～15：00（40）

≪お風呂休み≫

26

27

★タイチーダンス／小野
○シャチの歌ってすこやか体操／和田
10：15～11：45
10：30～11：30（35）
★ロバートの体当たり英会話
○チェアロビ元気体操／中村（ま）
／ロバート・大島
（受付12:30）13：00～14：00
初級 10:00～11:00
中級 11:10～12:10
○コーラス教室
14:30～16:00（60）
※いきいき健康麻雀自主錬習
13：00～16：00

21
★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
①13：00～14：00
②14：00～15：00

28
★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）
○歌声広場／三浦
15：30～16：30

22
★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
○健康づくり講座／椎井
15：00～16：00

◎マッサージ 抽選／券配布開始

23

★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）
★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

（１６日～２０日）

24

25

★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

◎敬老マッサージ 当日
ＡＭ ： 10： 40/11： 20
ＰＭ ： 13： 00/13： 40/14： 40/15： 20

29
○健康タオル体操／中村（ま）
13:00～14:00（40）
○お薬セミナー
15：30～16：30

○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
★ピアノ教室
指定時間

≪お風呂休み≫

30
○ウクレレ教室／金澤
10：00～11：30（30）
○英語で落語を聞いてみよう！
14：00～15：30

31
★さわやか健康教室
（受付13:30）14：00～15：45
○納涼ジャズコンサート
16：00～17：00

≪お知らせ≫
●１３日のシャチのすこやか体操は、
６日に変更になりました。
●１３日のチェアロビ元気体操は、
８日の１３時～に変更になりました。
●１５日の健康タオル体操は
２９日に変更になりました。
●２３日のウクレレはお休みです。
●２７日のコーラスは２６日になりました。
●３１日のヨガはお休みです。
●桜川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。

≪お風呂休み≫
２０１８年７月発行 Ver.２

