
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座・教室名 曜日 時 間 今月の講座日 場 所 

カラオケ 月 13:00～15:00 ４・１８・２５ 1 階大広間 

民謡 火 10:00～12:00 ５・１２・１９ 1 階大広間 

舞踊 水 13:00～15:00 ６・１３・２０ 1 階大広間 

社交ダンス 金 13:00～15:00 １・８・１５ 1 階多目的室 

 

  

講座 ・ 教室名 曜日 時 間 今月の講座日 

初級パソコン 月 10:00～12:00 ４・１８・２５ 

書道 火 10:00～12:00 ５・１２・１９ 

生け花 水 10:00～12:00 １３・２７ 

絵手紙 水 10:00～12:00 １３・２７ 

オカリナ 水 13:30～15:00 １３・２７ 

皮革工芸 水 13:00～15:00 ６・１３・２０ 

筆ペン 金 10:00～12:00 １・１５・２２ 

創作筆アート 金 13:00～15:00 １・１５・２２ 

ヨーガ 

Ａ 

木 

10:00～10:50 

７・１４・２１ 
Ｂ 11:10～12:00 

Ｃ 13:00～13:50 

Ｄ 14:10～15:00 

身体に優しい健康体操 金 10:00～11:30 １・１５ 

ふまねっと 
Ａ 

金 10:00～11:30 
８ 

Ｂ ２２ 

  

２月の休館日  １１日（月） 建国記念の日 

 

募集期間（２月～３月頃）に当選した方が受講

できます。受講期間１年間（４月～３月）。 

土日の開放について 
 

土曜日 カラオケ（1階大広間） 
９時～１５時 

第１・第３日曜日  社交ダンス 
１０時～１５時（１階大広間） 

 
行政書士相談      

 
●日時： ２/２５（月） 午後１時～3時 

●会場：教養講座室２（２階）  

 ※事前に予約が必要です。窓口にお申し込み下さい。 

終日（９時～１７時） 
自由開放しています 
 

囲碁室（２階）・図書室（２階） 
 
多目的室（1階） 

卓球（月～木、土・日） 

※金曜日はダンスで使用 
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利用登録証をお持ちの方が、いつでも自由に受講でき

ます。申し込み不要です。 

浴室利用について 
月～金曜日 １３時～１６時 
料金２００円タオル・石けん等お持ちください 

 
今月の課題曲  

♠ 『乱れ月』 角川博 

♥ 『初恋の詩集』 三代沙也可 

 

新年度教養講座・健康教室

の募集が始まります！
 

申込み受付は２月１８日(月)から

始まります。詳細は裏面をご覧

ください。 



 

からだを動かす行事です 

お話を聞きます 

 

『聞こえ』について 
  

●日程： 2/２８（木）  
 

●講師： パナソニックエイジフリー様 

 

『２月のロコモトレーニング教室』 
～楽しく筋力アップしましょう～ 

●日時：2/２２（金） 午後１時３０分～ 

●講師： てて整骨院二十四軒店 柔道整復師 中舎優香 様 

●会場：1 階大広間 

 
２月の『ロビー体操』      

 

●日時： ２/２６（火） １０時３０分～ 

(５０分程度) 

●会場：1 階ロビー 
 

※『ロビー体操』は原則、毎月第４火曜日に行
います。（祝日や講座の日程等で変更になる場
合もあります。） 
 

👉自由参加（申し込み不要です） 

 

節分豆まき 
 
●日程： ２/１（金） １３時～ 

●会場：１階ロビー  
 
無病息災を願い、豆まきを行います！ 

『脳トレで認知症予防!～第６弾～』 
  

●日時： 2/２６（火） 午後１時３０分～ 
 

●講師：静和記念病院 

リハビリテーション科 様 

●会場：1 階大広間 

 

 

種別 講座名 曜　日 時間帯 定員

スマホ・タブレット
【前期】（４月～９月迄）

月(第１･２･３) １０時～１２時 １６人

スマホ・タブレット
【後期】（１０月～３月迄）

月(第１･２･３) １０時～１２時 １６人

書道 火(第１･２･３) １０時～１２時 １６人

生花 水(第２・４) １０時～１２時 １２人

絵手紙 水(第２・４) １０時～１２時 １６人

皮革工芸 水(第１･２･３) １３時～１５時 １２人

よろこびアート書道 水(第１･２･３) １３時～１５時 １６人

ペン字 金(第１･２･３) １０時～１２時 １６人

オカリナ 金(第２･４) １３時３０分～１５時 １６人

ヨガＡ １０時～１０時５０分

ヨガＢ １１時１０分～１２時

ヨガＣ １３時～１３時５０分

ヨガＤ １４時１０分～１５時

身体に優しい健康体操 金(第１・３) １０時～１１時３０分 ７０人

ふまねっとＡ 金(第２)

ふまねっとＢ 金(第４)

定
員
制
教
養
講
座

定
員
制
健
康
教
室

木(第１･２･３)

各
６０人

各
４０人

１０時～１１時３０分
各

３５人

開講講座・教室一覧

 
２０１９年度 教養講座・健康教室（４月開講）受講生募集内容 

 
●申込期間 ２月１８日(月)～３月１日(金) ９時～１７時 

本人が来館し申込書を提出してください。電話申込や代理申込はお断りいたします。 

●抽選日時 ３月８日(金) 12:45～健康教室 14:00～教養講座 

※詳細は後日、掲示いたしますのでご確認ください。 

『自然災害(地震)を考えよう！』 

～「共助」の役割～ 
 

●日時： 2/２８（木） 午後１時３０分～ 

●講師：地域防災マスター 後藤勇作 様 

●会場：1 階大広間   

👉自由参加（申し込み不要です） 

 

👉自由参加（申し込み不要です） 

 

  

 

👉自由参加 

 

  

講話「聞こえのお話」 

午前１０時３０分～ 

会場：大広間 

聴力測定＆相談会 

午後１時～４時 

会場：教養講座室２(２階) 
  

申込：2/１２（火）～先着９名

お申し込みは受付まで 

👉自由参加（申し込み不要です） 

 

  

 


