
　ださい

　どうぞよろしくお願いいたします

　　　　　　　　　　　　　　館長・職員一同

　ださい

　どうぞよろしくお願いいたします

　　　　　　　　　　　　　　館長・職員一同

 

　　

〒１６０－０００３　新宿区四谷本塩町４番９号

☎03-3350-1456　FAX03-3350-1457

　　　　本塩町地域交流館

　　　指定管理者：株式会社ポピンズエデュケア           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ご利用案内→開館時間9:00～18:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新宿区にお住いの６０歳以上の方がご利用になれます。
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JR・東京メトロ四ツ谷駅より
徒歩約5分

至迎賓館

場所・大広間

4月5,12,26日(水)

10:00～12:00

4月6,20,27日(木)

14:00～16:00

カ ラ オ ケ

（介護予防事業）

4月7,14,21,28日(金)

14:00～16:00

場所・集会(28日のみ大広間です）

楽しいひと時を

お過ごしください.。（文化活動事業）

4月10日(月)

14:00～16:00 場所・集会室
申込み：4月1日(土)～(電話でも可能)

定 員：10名

毎回好評です。新規の方も

参加をお待ちしています。
（介護予防事業）

4月4,18日(火)

10:00～12:00 場所・大広間

毎回好評です。

皆さんお出かけください。
（文化活動事業）

4月13, 27日(木)

10:30～11:30 場所・大広間

次回の大会目指して練習

しませんか。

（介護予防事業）

～和紙のフレーム作り～
4月24日(月)

14:00～16:00 集会室・談話室

申込み：4月5日(水)～

定 員：20名

皆様ご参加ください。

(相互交流事業)

4月19日(水)  

10:30～11:30 場所・大広間

爽やかな汗を流しませんか。

（介護予防事業）

くつろぎカフェ 楽しいピンポン

青春歌声広場 輪 投 げ

ボッチャ＆輪投げ いきいきサロン

本塩町地域交流館

4月のお知らせ

コモレ

四谷

4月10日(月)(上映時間118分)(1947年作品)

～紳士協定～
(主演 グレゴリー・ペック,

ドロシー・マクガイア)

4月24日(月)(上映時間103分)(1976年作品)

～男はつらいよ(寅次郎純情詩集)～
(主演 渥美 清, 京マチ子)

両日共10:00から上映です（文化活動事業）

映 画 会

昔あそび
4月28日(金)

14:00～15:00 場所・大広間

楽しい遊び道具を揃えています。

是非ご参加ください。

（相互交流事業）

お楽しみ広場

4月9,23日(日)

13:30～17:00 場所・集会室

麻雀,囲碁,将棋等をご用意しています。

グループで予約の上お越しください。

（相互交流事業）

しんみち通り

スペシャルタイム

乞うご期待 !!

今月のイベント
やさしい呼吸法と太極拳

月日：4月19日(水)

時間：14：00～15：00

申込：4月1日(土)～

定員：15名 講師：太極拳歴30年の達人がご指導します

今年度
新企画です

是非ご参加ください

カラオケ発表会

月日：5月28日(日)

時間：14:00～

申込：5月1日(月)～

定員：25名

皆さんの参加を

お待ちしています。

5月のイベント



日 月 (男性入浴日) 火 (女性入浴日) 水 (男性入浴日) 木 (女性入浴日) 金 (男性入浴日) 土 (女性入浴日)

1
きらりヨーガ同好会 9:30～

中国語講習会 12:00～

本塩会(日舞) 13:00～

　コーロ デッリ アンジェリ
 (イタリア語のコーラス)  14:30～

2 3 4 5 6 7 8
楽声会(カラオケ) 13:00～ グリーンクラブ(合唱) 10:00～ ☆青春歌声広場  10:00～ ☆カラオケ 10:00～ 健康体操木曜会 10:00～

★転ばぬ先のストレッチ
　10:00～

きらりヨーガ同好会 9:30～

武保門気功の会 18:30～ ひまわり会(カラオケ) 13:00～ 華の会(カラオケ) 13:00～ すずらん(カラオケ) 13:00～ ☆カラオケ 14:00～ かげやま会(親睦会) 11:00～ 本塩会(日舞) 13:00～

さわやか卓球 14:00～ 中国語同志会 14:00～ 中国気功太極拳協会 18:30～ レッツgoピンポン 14:00～ 美峯会(書道) 13:00～ 中国語講習会 13:30～

☆くつろぎカフェ 14:00～ 

9 10 11 12 13 14 15
☆お楽しみ広場 13:30～ ☆映画会 10:00～ 歌のサロン(合唱) 10:00～ ☆カラオケ 10:00～ ☆輪投げ 10:30～

★転ばぬ先のストレッチ
　10:00～

きらりヨーガ同好会 9:30～

ひまわり会(カラオケ) 13:00～ 栄会(カラオケ) 13:00～ すずらん(カラオケ) 13:00～ ★給食サービス 12:00～ かげやま会(親睦会) 11:00～ 中国語講習会 12:00～

☆楽しいピンポン 14:00～ 中国語同志会 14:00～ 中国気功太極拳協会 18:30～
〇マッサージサービス

13:00～
美峯会(書道) 13:00～

☆くつろぎカフェ 14:00～ 

16 17 18 19 20 21 22
楽声会(カラオケ) 13:00～ グリーンクラブ(合唱) 10:00～ ☆青春歌声広場  10:00～ ☆ボッチャ＆輪投げ10:30～ 健康体操木曜会 10:00～

★転ばぬ先のストレッチ
　10:00～

きらりヨーガ同好会 9:30～

本塩クラブ 13:00～ ひまわり会(カラオケ) 13:00～ 栄会(カラオケ) 13:00～ ☆皆楽・太極拳 14:00～ ☆カラオケ 14:00～ かげやま会(親睦会) 11:00～ 本塩会(日舞) 13:00～

武保門気功の会 18:30～ さわやか卓球 14:00～
　コーロ デッリ アンジェリ
 (イタリア語のコーラス)  14:30～

中国気功太極拳協会 18:30～ レッツgoピンポン 14:00～ 華の会(カラオケ) 13:00～ 中国語講習会 13:30～

☆くつろぎカフェ 14:00～ 

23 24 25 26 27 28 29
笑美寿会(踊り) 13:00～ ☆映画会 10:00～ 歌のサロン(合唱) 10:00～ ☆カラオケ 10:00～ ☆輪投げ 10:30～

★転ばぬ先のストレッチ
　10:00～

本塩会(日舞) 13:00～

☆お楽しみ広場 13:30～ 鶴寿会(カラオケ) 13:00～ きなコーラス(合唱) 13:00～
すずらんパートⅡ(体操)

13:00～ ★給食サービス 12:00～ かげやま会(親睦会) 11:00～

30 ☆いきいきサロン14:00～ 中国語同志会 14:00～ 中国気功太極拳協会 18:30～ ☆カラオケ 14:00～ ☆くつろぎカフェ 14:00～ 

☆昔あそび 14:00～ 

☆⇒館主催事業 ○⇒区主催事業 ★⇒共催事業 無印⇒サークル活動

 4月 行 事 予 定 表 

感 染 症 拡 大 予 防 の お 願 い
・咳エチケットを守ってください ・靴下をはいてください

・手洗い、手指の消毒推奨にご協力ください

・体調等に関する質問と体温確認にご協力ください

・大きな声での会話はお控えください ・3密（密閉、密集、密接）を避けてください

どうぞよろしくお願いいたします

6月団体利用

予約受付

4月13日(木)
13:00～17:00 当日 9:00～予約

(電話でも可能です)

料金：1回(30分) ￥1,000

感染予防対策の為,バスタオル1枚

フェイスタオル2枚お持ち下さい。

登録 （更新） のお知らせ

令和5年度～令和6年度の【個人登録】

【団体登録】の手続きが3月1日(水)より

始まっています。登録要件をご確認の上

お申込みください。 詳細は職員まで

マッサージサービス


