
区 金曜日・午前

囲碁教室

映画観賞会

太極拳教室

はつらつ
元気体操

うたの６０分

カラオケ開放

手工芸

陶芸教室

毎週土曜日  １４:００から２時間３０分程度　先着１０名　初心者大歓迎！！

１５日(土)　１４:００～　先着１０名

１３日(木)　１４:００～　先着１６名　【職員作成の塗り絵をカレンダーに】

【テーマ：「アマリリス」「狛犬」】

　８日・２２日(土)　１０:００から９０分程度　先着２０名

　１日・１５日(土)　１０:３０から４５分程度 先着２０名

２１日(金)・２４日(月)　各１４:００～　【職員が丁寧にお教えします】

定員各１０名　【テーマ「兜」】

２３日(日)　１４:００～　定員６名　【機械の操作は職員が行います】

２５日(火)　テーマ『ストーンコースター』【当館職員と一緒に作ります】

【初級】１７日(月)　１４:００から２時間３０分程度　定員１２名

【中級】１０日(月)　１４:００から２時間３０分程度　定員１２名

１０日(月)　１３:３０～　定員２０名　史跡散策を中心とした外歩き

当館⇒水稲荷神社⇒甘泉園公園⇒面影橋⇒南蔵院⇒目白不動⇒鬼子母神

　　　日時：20日(木)14時～16時　定員１２名

　　　内容：スマホの基本的な知識を学びます

≪スマホ教室≫

　　　講師：竹箒の会

２０日(木)　１４:００～　定員１２名　スマホの基本的な知識の講座です

お問合せは当館窓口まで

次回の陶芸教室は5月を予定しています

スマホの貸し出しは行いませんので、当日はご自身のスマホをお持ちください

【活動】毎週火曜日の午後１３時～１７時（全４回）　　※材料費・講師謝礼等がかかります

【講師】大野　哲(陶芸家)※月に１回参加　　【募集】３名

２７日(木)１４:００～　定員１６名　【職員の生演奏で一緒に歌いましょう】
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健康麻雀

スマホ教室

令和５年４月　第９７号

高田馬場地域交流館だより↑引き続き、感染防止対策をおこなっております↑
シニアバランス

トレーニング教室
お問合せ：新宿区地域包括ケア推進課介護予防係
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運営・指定管理者　新宿区社会福祉事業団当
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１１日(火)　１３:００～１７:００　３０分１０００円（１時間迄）

※消毒時間（５分程度）を含みます　バスタオル１枚・タオル２枚をお持ちください。

当日９:００受付開始　先着順　お電話または当館窓口へ

当館を
ご利用の皆様へ

マスク
着用

手指消毒 体温測定
感染症
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

安心して参加頂く為、
確認をさせて頂きます。

ご協力をお願い致します。

『ふらっと街めぐり　健康ウォーキング』

≪新規陶芸団体のメンバー募集≫※予約制の館行事で参加人数が多い場合は抽選をする可能性があります。
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毎週木曜日　６日・１３日・２０日・２７日　定員各２０名

1部　９:３０～　2部　１０:３０～　※予約随時受けつけております

ストレッチ
ヨガ教室

火曜日　４日・１８日　水曜日　１２日・２６日　各１４時～

４月分の予約は、３/３１から開始(５月分は４/３０から)　定員各２０名

古鎌倉街道を歩いて雑司ヶ谷鬼子母神を目指します
４/１０（月）１３:３０～（小雨決行）４/１予約開始
東京ウォーキング協会の方々と外歩き。史跡散策もあります！

当館出発で現地解散となります。※水筒などご持参でお願いします
面影橋、南蔵院、目白不動などもめぐります。

※当日は、ご自身のスマホを充電してお持ち下さい



    カレンダーの記号
 　 ★：予約が必要
　  ▲：予約が不要
　(区)：区主催行事
　  ●：その他館行事
　  ※：募集のある団体

【個人利用のご案内】 【団体登録のご案内】

●お風呂予約10:00～ ★健康麻雀初級14:00～
★ストレッチヨガ14:00～

※さくら会(健康体操)10:00～

※いきいき100トレ12:30～
※もみじ会(輪投げ)14:00～

★新宿いきいき体操
① 9:30～　②10:30～
★スマホ教室14:00～

※色鉛筆彩の会13:30～

(区)シニアバランス10:00～
★折り紙ひろば14:00～

●５月「趣味の部屋」
予約開始

★新宿いきいき体操
① 9:30～　②10:30～
★うたの６０分14:00～

※ハウオリ(フラダンス)10:00～

新宿区在住６０歳以上の方。 区内在住６０歳以上の方が過半数所属し５名様以上

●５月ヨガ予約開始

●お風呂予約10:00～

★スマホの部屋10:00～ ★ペン習字10:00～

▲囲碁教室14:00～

★脳トレレクリエーション10:00～

★ストレッチヨガ14:00～

※いきいき100トレ12:30～
(区)シニアバランス10:00～

新規登録や更新手続きには であれば登録できます。詳しくは窓口まで。

各行事へのリクエスト等
ございましたらお気軽に
職員、または窓口へ。

皆様のご意見、ご要望
お待ちしております。

〖住所と年齢を確認できる健康保険証等〗 〖団体利用時間〗
午前　９：００～１２：００
午後１３：００～１７：００

夜間利用は１８：００利用開始です。

を窓口までご持参下さい。

利用証を発行いたします。

開館時間　９：００～１８：００

30

29

●お風呂予約10:00～

★カラオケ開放14:00～
★折り紙ひろば14:00～

★手工芸14:00～

※さくら会(健康体操)10:00～
※百人一首の会13:00～

【趣味の部屋】～当館職員と楽しいひと時を～

詳しくは当館窓口・お電話でお問い合わせください

〖お風呂再開のお知らせ〗

人数制限に伴う
予約・時間制限等

ございます。
詳細は窓口まで。

【お風呂のご案内】
男性：月・水・金
女性：火・木・土
12：00～15：00

★日本文化と花10:00～ ★スマホの部屋10:00～ ★館長の部屋10:00～

23 24 25 26 27 28

●６月団体利用受付
▲太極拳教室10:00～
▲囲碁教室14:00～

※三切会(鎌倉彫)9:00～

★ダンス・ダンス・ダンス10:00～ ★新宿区探訪会議10:00～ ★演芸よりごのみ10:00～

16 17 18 19 20 21 22
★碁石であそぼう10:00～ ★朗読を聴こう！10:00～

15

●お風呂予約10:00～

★ふらっと街めぐり
健康ウォーキング14:00～
★健康麻雀中級14:00～

★新宿有料マッサージ
13:00～17:00

※さくら会(健康体操)10:00～
※百人一首の会13:00～

★ストレッチヨガ14:00～

※いきいき100トレ12:30～

★新宿いきいき体操
① 9:30～　②10:30～

★季節の塗り絵14:00～

※ハウオリ(フラダンス)10:00～

(区)シニアバランス10:00～
▲はつらつ体操10:30～

▲囲碁教室14:00～
▲映画観賞会14:00～

9 10 11 12 13 14

▲太極拳教室10:00～
▲囲碁教室14:00～

※三切会(鎌倉彫)9:00～
※くぢら俳句会13:00～

★スマホの部屋10:00～ ★日本名城紀行10:00～ ★カリンバひろば10:00～

●お風呂予約10:00～
★ストレッチヨガ14:00～

※さくら会(健康体操)10:00～

※いきいき100トレ12:30～
※もみじ会(輪投げ)14:00～

★新宿いきいき体操
① 9:30～　②10:30～

※色鉛筆彩りの会13:30～

●４月館行事予約開始
(9:00～)

▲はつらつ体操10:30～
▲囲碁教室14:00～

2 3 4 5 6 7 8

4月
日 月 火 水 木 金 土

1

演芸よりごのみ、カリンバひろば、碁石であそぼう、

新宿区探訪会議、スマホの部屋、ダンス・ダンス・ダンス、

日本文化と花、日本名城紀行、ペン習字、

脳トレレクリエーション、館長の部屋、朗読を聴こう！



４/１８（火）新宿区探訪会議　10:00～　定員10名
主に新宿区の名所、神社・仏閣などをみなさんと情報共有して、新宿区の魅力を再発見・再

認識します。今回は新宿観光マップから高田馬場・早稲田・大久保エリアです。

４/２(日)・２４（月）・２６（水)　スマホの部屋　各10時～
※いずれか１日のみご参加です。

素朴な疑問にお答えします。（お一人様２０分まで定員各３名）
※ご質問は時間内での対応となりますのでご了承ください。

あらかじめ質問の内容を考えて頂くと質疑応答がスムーズに進む場合もございます。

スマホの「わからない」を軽くしませんか？

囲碁を知らない方におすすめ。
黒と白の石を動かしながら、問題を解いていきましょう。

高田馬場地域交流館
職員と一緒に！『趣味の部屋』

内容：新たな趣味づくり・お友達作りなどに是非！
当館館職員と一緒に楽しい時間を！　3/27より予約開始

※詳しくは窓口・電話にてお問い合わせください

４/９（日）　碁石であそぼう　10:00～　定員3名

４/２５(火)　館長の部屋　10:00～　定員7名　
今回は「家具転対策」についての映像、資料をもとに防災についての講座を

行います。新宿区の家具転倒防止器具取付事業のご案内も。

(注)下記のイベントはすべて当館スタッフが担当しています。

４/２1（金）演芸よりごのみ　10:00～　定員10名
昭和のお笑い名人芸の映像を見て、演芸のよもやま話をしたりと
楽しいひと時を過ごします。今回はコミックソングと漫才です。

４/７（金）カリンバひろば　10:00～　定員10名
カリンバは、人気の民族楽器。楽器を始めたい方にお勧め。

心地よい音をいっしょに楽しみましょう。楽器の用意あります。(※数に限りあり)



【メモ】

４/１１（火）　朗読を聴こう！　10:00～　定員7名
ご一緒に朗読を聴きましょう！

紀行エッセイや食にまつわるもの、人生観などさまざま。

４/２８（金）　ペン習字　10:00～　定員10名
字は心を表す！字は人を表す！字は体を表す！

楽しく自分の字を磨きましょう！

お好みに合わせて、お気軽にお声かけ下さい。
新宿区立高田馬場地域交流館

〒１６９－００７５新宿区高田馬場１－４－１７　２階　☎０３－３２００－５８１６

４/１６（日）　ダンス・ダンス・ダンス　10:00～　定員15名

最初はストレッチ体操、後半は簡単に踊れるダンスを振り付けます。
一緒に夢の世界へいきませんか？懐かしの歌謡曲で踊ります。

４/２３（日）　日本文化と花　10:00～　定員10名

身体をつかって脳トレしましょう！
楽しいレクリエーションを準備しています。

「生け花」を通して日本の文化にふれていきます。
今回は「端午の節句の起源と菖蒲」についてです。

４/４(火)　日本名城紀行　10:00～　定員10名
日本の文化遺産名城の魅力を映像等で紹介します。

今回は、松本城、今治城です。

４/２９（土）　脳トレ・レクリエーション　10:00～　定員７名


