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火
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女性曲

水

第2水
第4木

木

金

金

１部

２部

月

月

月

水

水

木

７・２１

ペン習字

10：00～12：00

絵手紙

13：00～15：00

10：00～12：00

講  座  名 開講予定日 時　　間

10：00～12：00

10：00～12：00

５・１９・２６

13：00～15：00

神 戸 の 女

北野まち子

10：00～12：00

10：00～12：00

13：00～15：00

編　　　物 ５・２６

７・１４・２１・２８

岩出和也

恋 々 津 軽

12：50～14：00

皮革工芸

日本舞踊
課題曲　山本譲二の「花も嵐も」　　持物・・・扇子

カラオケ

８月の
課題曲

６・２０・２７

やさしいヨーガ

リズムダンス

10：00～12：00１・８・２９

フラダンス ２１（第3水）２９（第5木） 13：30～15：00

オカリナ

９・１６・２３

民　　　　謡

スポーツダンス

今月の当番

※上記講座のない週もサークルは実施しています。

　２・９・２３（金）

10：30～12：00

14：15～15：25

１部：４５番・４８番　　２部:４６番・５０番

２・９・２３

※お盆の週は休みの講座がありますのでご注意ください！

健美操

５・１９

５・１９・２６

※【土・日のサークル開放日】【卓球の出来る日】は裏面に記載してあります。

７・２１・２８

８・２２

10：00～12：00

アートフラワー

【自由参加講座】

【定員制講座】

【発 行】 札幌市東老人福祉センター
【指定管理者】 札幌市社会福祉協議会

【住 所】〒００７－０８４１ 札幌市東区北４１条東１４丁目１－１

TEL：７４１－１０００ FAX：７５３－５８４０
【発行日】 令和元年（２０１９年）７月１９日（金）

＜次回発行予定：８月２１日（水）＞

【登録制講座】

【歌声広場】
アコーディオンに合わせて懐かしい歌を皆で歌
いましょう！

８月２８日（水）１３：００～１４：３０
会場：センター大広間
講師：「うたごえ便よりみち」

代表 石澤佳子氏

※当日受付で歌詞カードを購入
してからご参加下さい！

【ふまねっと運動】

介護予防と認知症予防のふまねっと健康教室

８月７・２１・２８日（水）９：５０～１１：３０
（受付時間：９：３０～）

会場：センター大広間
講師：ふまねっと運動インストラクター

石川江美子氏

※安全確保のため、その日の指導員の人数
により定員を設けています。詳細は館内掲示
をご覧下さい！

休館日
８月１２日（月） 山の日 振替休日

８月講座予定日

受講希望者は受付で登録をお願いします。

【みんなの介護教室】
１．日 時 ８月６日（火）１３：００～１４：3０

２．会 場 教養講座室A

３．内 容 ・認知症の方の介護

・あなたの体の水不足、

むせない飲み込みについて

４．講 師 ボランティア活動センター職員

※自由参加です。個別相談も受付けます。

【防災について学ぼう】
震災からまもなく１年、もしもは突然やってくる

～防災について学びましょう～

１．日 時 ８月３０日（金）１３：３０～１４：３０

２．会 場 ２階大広間

３．講 師 東消防署予防課署員

※自由参加です。



　　　　

曜日

土

日

日

土

民謡発表会 ９月１２日（木）   8/1～8/29　　

１０・２４・３１

土曜日 ３・１０・１７・２４・３１

リズムダンス ４・１１・１８・２５ 10：30～12：30

社交ダンス（初心者向け） １７（会場：大広間） 13：00～14：30

カラオケ

スポーツダンス

木曜日 １・１５・２２・２９

13：00～15：00

月曜日

火曜日４・１１・１８・２５

午前・午後

サークル名 時　間開放予定日

演芸発表会 ９月２４日（火） 8/6～9/10　

　※詳細は後日館内に掲示いたしますのでご覧下さい！

【令和元年度高齢者保健福祉週間行事】

大会名 開催日 申込期間

卓球大会 ９月１７日（火）    8/13～9/10　　

※８/８（木）は盆踊り大会のため卓球は出来ません。

５・１９・２６

６・１３・２０・２７

【卓球の出来る日】

【健康ウォーク歩こう運動】
主催：栄東連合町内会女性部

１．日 時 ８月２６日(月） 日の丸会館９：００集合

２．行 先 百合が原公園
（公園までウォーキング）

３．持 物 飲物・昼食
※ 参加無料、交通費は個人負担になります

歩きやすい服装・靴でご参加ください！

【土・日のサークル開放日】

お知らせ

【健康相談】
栄町ファミリークリニック健康相談会
８月８・２２日（木）午後１２時１０分～４０分

栄町ファミリークリニックの看護師が医療や健康など

に関する相談に応じます。

【三世代交流盆踊り大会（夏祭り）】

１．日 時 ８月８日（木）午後１時～３時まで
２．会 場 センター１階多目的室
３．内 容

当センター民謡講師等による生演奏の北海
盆踊り、子供盆踊りに合わせて踊ります

～かき氷・わたあめを用意しています～
（数に限りがありますので、あらかじめご了承下さい）

※町内の方々も「お子さん」や「お孫さん」
を連れてご参加ください！

【喫茶コーナーの夏休み】
８/１３（火）～１６（金）までお休みします。８月１９日

（月）から通常営業しますのでよろしくお願いします！

【東区地域リーダー活動支援教室】

老人クラブやサロン・地域での自主ｸﾞﾙ
-ﾌﾟ等で、中心的な活動をされている方を
対象とし、専門職による介護予防自主活
動における助言・相談を行います。

「活動がマンネリ化してきた。他はどのよ
うに進めているのだろう。」など他のｸﾞﾙｰ
ﾌﾟの方との意見交換や交流の場としての
有益な時間を共有することで今後の活動
の一助になると思いますので、ぜひご参
加ください。
【お問合せ先】 札幌市東老人福祉センター

（☎741-1000） 担当 土屋

《第１クール》
＊開講日 9月6・13・20日(金） ＊時 間 13：30～15：30
＊会 場 東老人福祉センター 教養講座室B
《第２クール》
＊開講日 10月3・10・17日（木） ＊時 間 13：30～15：30
＊会 場 東区民センター別館 集会室A

＊対象者 ・原則3回出席できる方
・住民主体の介護予防自主活動で中心的な役割
を担っている方

・介護予防自主活動をこれから行う予定の方
＊定 員 各クール１６名（先着順）
＊費 用 無 料

＊募集期間 ７月１９日（金）～８月３０日（金）

【タッピーサポーター養成講座】
タッピーサポーターとは？介護予防に繋がる

活動の場を広げていくボランティアのことです。
♦対 象：講座終了後、ｻﾛﾝやｻｰｸﾙ等の介護予防

に繋がる活動を東区で自主的に行える方

♦募集人員：40名 ♦受講料：無料

♦会 場：東老人福祉センター 多目的室

♦日 程：９月４・１１・１８・２５日（水）

13：15〜15：45（受付13：00〜）

♦募 集：８/１（木）～８/２８（水）
♦申 込：東老人福祉センター（☎741-1000）

※詳しくは館内チラシをご覧下さい！


