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ご利用案内
●開館時間 ●団体利用

‣9：00～18：00 ‣午前 9：00～12：00

‣午後 13：00～17：00

‣夜間 18：00～ 22：00

●風呂利用

‣ 1週間にひとり1枠まで。毎週日曜午前10時より電話で予約

●ご利用いただける方●

●「個人利用」

‣60歳以上の新宿区民の方

‣初めて来館される方は、住所・氏名・年齢が確認出来る物

(健康保険証等)を持参し、受付にて申請を行って下さい。

●「団体でのご利用の場合(①・②のどちらか)」

①構成員が５名以上で、半数以上が60歳以上の新宿区民で

構成されている団体。

②上記を対象とした活動をする団体。

事業についてのご質問やご不明点

等がございましたら、職員までお気

軽にお訊ねください。

電話・FAX

03-3269-7197

‣男性入浴日：月・水・金 ‣女性入浴日：火・木・土

① 12:00～12:40 ② 13:00～13:40 ③ 14:00～14:40
2枠 2枠 2枠

4月号

第109号2023年4月発行

〇来館する方へ

●発熱、息苦しさ、咳、のどの痛み、体調不良

などの症状がある場合はご自宅でお休み下さい。

●咳エチケット、手洗い、手指消毒の徹底

をお願いします。(※

）

安心安全に館を利用していただくため、ご協

力をよろしくお願い致します。

〇主催事業に参加する際
の注意点

●参加出来なくなった場合には

必ず連絡をしてください。

（※ ）

●参加の予約はその会の終了

後に次回分のみ受け付けます

（※ ）

●2部に参加の方は、次回、

優先的に1部へ参加できます。

●感染防止の為、参加費はおつり

の無いようにご用意ください。

頭の体操とちょっとしたお茶会で土曜の午前をゆったりと過ごしま
せんか？
手遊びや塗り絵、頭を使うゲームなどその日によっていろいろな脳
トレで体操、終わったらみんなでのんびりお茶会です。人との会話
も認知症を予防してくれる大事な脳トレになりますよ。
皆様のご参加お待ちしております。

【日時】

毎月第2、第4土曜日 10:30～11:30

【場所】 【定員・予約締切】

和室 定員4名(申し込み〆切 4/5(水)まで)

※来れなくなった場合にはご連絡をお願いします。

脳トレ×茶話会



4月の行事予定
日(風呂予約日) 月(風呂・男性) 火(風呂・女性) 水(風呂・男性) 木(風呂・女性) 金(風呂・男性) 土(風呂・女性)

26 27 28 29 30 31 1
9:00～12:00
サロンきたやまぶし

10:30～11:30
茶話会(和室)

13:00～17:00

ちょめねずみ

2 3 4 5 6 7 8
10:00～12:00

スポーツ吹矢
10:00～12:00

えんじゅ会
【1部】10:00
【2部】10:45

のびのびストレッチ

10:00～12:00
折り紙教室(和室)

【1部】10:00
【2部】10:45

セラバンド体操

【1部】10:00

【2部】10:55

わくわく体操

9:00～12:00
サロンきたやまぶし

9:00～12:00

ひまわり会13:00～17:00
北紅会

13:00～17:00
水仙の会

13:00～17:00

雀雀会
13:00～17:00

川見会
13:00～17:00

ちょめねずみ13:00～17:00

楽友会

9 10 11 12 13 14 15
10:00～12:00

北山伏ひまわり会
10:00～12:00

えんじゅ会
9:00～12:00

ひまわり会

【1部】10:00
【2部】10:45

セラバンド体操

【1部】10:00
【2部】11:00

いきいき体操

9:00～12:00
サロンきたやまぶし

13:00～17:00
北紅会

13:00～17:00
水仙の会

10:30～11:30
茶話会(和室)

13:00～
カラオケ会

13:00～17:00

楽友会

13:00～17:00

雀雀会
13:00～17:00

川見会
13:00～17:00

ちょめねずみ

16 17 18 19 20 21 22
10:00～12:00

スポーツ吹矢
10:00～12:00

えんじゅ会
【1部】10:00
【2部】10:45

のびのびストレッチ

9:00～12:00

ひまわり会

【1部】10:00
【2部】10:45

セラバンド体操

【1部】10:00

【2部】10:55

わくわく体操

6月分部屋申請日

9:00～12:00
サロンきたやまぶし

13:00～17:00
北紅会

13:00～17:00
水仙の会

14:00～16:00

アロマライフ
13:00～17:00

楽友会

13:00～17:00

雀雀会
13:00～17:00

川見会 13:00～17:00

ちょめねずみ

23 24 25 26 27 28 29
10:00～12:00

北山伏ひまわり会
10:00～12:00

えんじゅ会
10:00～
みんなで歌おう

9:00～12:00

ひまわり会

【1部】10:00
【2部】10:45

セラバンド体操

【1部】10:00
【2部】11:00

いきいき体操

9:00～12:00
サロンきたやまぶし

13:00～17:00
北紅会

13:00～17:00
水仙の会

13:00～17:00

楽友会

13:00～17:00

雀雀会
13:00～17:00

川見会
13:00～17:00

ちょめねずみ

30

10:00～12:00

北山伏ひまわり会

13:00～17:00
北紅会

高齢者マッサージ（区事業）
● 感染症対策のため、ヨガマットを使用します。消毒の難しい枕やタオルケットは

利用できません。必要な方は、バスタオル2枚(ヨガマットの上に敷く用と体に掛ける用

の2枚)と枕代わりのタオル1枚、計3枚をお持ちください。

【実施時間】 13:00～17:00

【料 金】 30分1,000円(1時間まで可)

※施術時間内に5分間の消毒時間を設けています。

今月の高齢者マッサージは 21日(金)です。

当日の朝9時より、電話または受付にてご予約承ります(先着順)

館主催事業（申し込み制）

のびのびストレッチ
硬くなった体を楽しく、のびのび
と、簡単ストレッチでほぐしてみ
ませんか。

【日時】第1、第3 火曜日
【1部】10時【2部】10時45分

【定員各 10 名ずつ】

セラバンド体操
ゴムバンドで普段使っていない筋肉
の運動を行います。

【日時】毎週木曜日
【1部】10時【2部】10時45分

【定員各 12 名ずつ】

わくわく体操
カラオケから流れる懐かしい歌
に合わせて、みんなで一緒に楽
しく体操しませんか。

【日時】 第1、第3 金曜日
【1部】10時【2部】10時55分

【定員各 10 名ずつ】

みんなで歌おう

皆で一緒に歌います。
一人で歌うのが苦手という方も、
是非ご参加下さい。

【日時】 25日(火) 10時
【定員 10 名】

カラオケ会

カラオケは好きだけど上手に歌えな
い方などを対象にした、初心者向け
のカラオケ会です。

【日時】 11日(火) 13時
【定員各 10 名】

←マークはポイントカード対象事業です。

参加には申し込みが必要です。お電話での申し込みをお願い致します。定員に達し

次第締め切りとなります。（☎ 03-3269-7197）

季節のお花を使った自分だけのフラワーアレン
ジメントを作ります。

【日時】 14日(火) 10時30分
【費用】1000円(実費 花代)【持ち物】はさみ

【予約・キャンセル】4/10(金)〆切(定員7名)

スポーツ吹き矢
誰でも手軽にできる吹矢のスポーツです。ゲーム感覚で

楽しみながら健康になれます。
【日時】 2日(日)、16日(日) 10時
【費用】初回のみ100円(マウスピース代)
【申込】定員12名

(申し込み順・定員に達し次第〆切り)

折り紙教室
手先が器用じゃなくても大丈夫。講師の先生が
丁寧に教えて下さいます。
【日時】 5日(水) 10時
【費用】50円(実費 材料費) 【場所】和室

【予約・キャンセル】4/2(日)〆切 (定員5名)

いきいき体操

いつまでも生き生きと活動でき
るように新宿区が創った介護予
防運動です。

【日時】第2、第4 金曜日
【1部】10時【2部】11時

【定員各 12 名ずつ】

高齢者
マッサージの日

※セラバンド体操からお知らせ※

4/20(木)からセラバンドが有料になります。セラバンド体操に参加さ

れる方は購入をお願いいたします。販売開始は4/6(木)からとなります。

今月の
フラワーアレンジメントは
お休みです。
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