
■■■ 介護予防・日常生活支援総合事業 ■■■
申込みは直接会場で行っています。新規申込みは事前にご連絡ください。

うぇるかむ事業 対65歳以上 費無料

実施場所 日にち 時間 内容 問合せ

サポートセンター
広沢（地域交流室）

1月10日（木）
13：30～
15：30

フィジカルソリューション サポートセンター
広沢（広沢1-1）
☎458-6901

1月17日（木） 音楽療法

1月24日（木） 体操（セラバンド）

本町小学校
（福祉交流室）

1月  8日（火） 13：00～
15：00

新年会
ワーカーズコープ
「白子ほのぼの」
（白子3-26-3）
☎475-8291

1月22日（火） 体操

南公民館
（会議室）

1月9日（水） 13：30～
15：30

新年会

1月23日（水） 体操

和光ホーム
（デイルーム）

1月  6日（日） 13：30～
15：30

健康体操、書道 和光ホーム（諏訪2-4）
☎451-64111月20日（日） 健康体操、和太鼓

わこうの丘
（多目的ホール）

1月  4日（金） 13：30～
15：00

健康体操、音楽療法 わこうの丘（下新倉3-7-7）
☎451-01571月18日（金） 3B体操

ケアハウス桜の里
（地域交流室）

1月  9日（水） 10：30～
12：00

講義（目のトラブル）、
体操（脳トレ体操） ケアハウス桜の里

（新倉8-23-2）
☎450-56561月23日（水） 講義（尿失禁について）、

体操（骨盤底筋体操）

リーシェガーデン
和光

（デイサービスセンター）

1月  8日（火）

14：00～
16：00

スパイダー&体操

リーシェガーデン和光
（丸山台2-11-1）
☎485-9956

1月15日（火） 創作

1月22日（火） スパイダー&体操

1月29日（火） カレンダー制作

日生オアシス和光
（地域交流スペース）

1月11日（金）
13：30～
15：30

創作活動 日生オアシス和光
（新倉2-5-49）
☎423-0763

1月18日（金） 脳トレ

1月25日（金） 2月カレンダー作り

ひかりのさと
（ひかりのさと地域交流室）

1月  9日（水） 13：30～
15：30

絵手紙 社会福祉法人教友会「ひかりのさと」
（丸山台2-20-15）
☎468-23121月23日（水） 太極気功・転倒予防体操

わこう翔裕館
（地域交流施設ひまわり）

1月  8日（火）

10：00～
12：00

正しいウォーキング

地域交流施設ひまわり
（下新倉4-17-52）
☎486-9371

1月11日（金） スパイダー

1月15日（火） 絵手紙

1月18日（金） 楽しいクッキング

1月22日（火） 歌のふれあいサロン

1月25日（金） 想い出の歌を歌おう

介護予防事業・高齢者福祉に関するお知らせ高齢者

【講座】
▶オリジナルエコバック作り
日1月16日（水）10：30～12：00
場2Fふらり広間　定10名
費50円（材料費）　申1月9日（水）まで
▶ロールオンハーバリウムで 

ハンドマッサージ

日1月26日（土）　場2Fふらり広間
定10名　費500円（材料費）
申1月19日（土）まで

【サークル空き情報】
▶楽脳体操
日毎月第2・4土曜日13：00～14：30
定5名　費年2,000円

問☎465-3800（新倉1-20-39）　開館時間／平日9：00〜16：00

新倉高齢者福祉センター 歩
ふ

楽
ら

里
り

問070-6514-6253（南1-27-35）

まちかど・ピテクス和光

教室名 開催日 曜日 時間
おめざめ筋トレ体操 1月 7日～3月25日 月 10：00～11：00
懐メロ体操 1月 8日～3月26日 火 14：00～15：00

痛みトンデケ～体操 1月 9日～3月27日 水 10：00～11：00
14：00～15：00

懐メロ体操 1月10日～3月28日 木 10：00～11：00
あんなことあったっけ こんなことあったっけ体操 1月10日～3月28日 木 14：00～15：00
ヤングアップ体操 1月11日～3月29日 金 14：00～15：00

対65歳以上　費無料

※1月7日（月）から予約開始
※費の記載がないものは無料
※�管理栄養士、看護師による健康相談は
随時

▶習字を楽しもう（道具貸出あり）
日1月8日（火）10：30～12：00　持なし
▶絵を楽しもう
日1月9日（水）10：30～12：00
▶ゆったり体操 

〜気軽に運動を始めてみませんか?〜
日1月11日（金）11：00～11：30
▶ハンドマッサージ
日1月15日（火）11：00～12：00
▶音楽の日
日1月17日（木）10：30～11：30

内楽しく皆で歌をうたいましょう
▶手芸&将棋を楽しもう
日1月18日（金）10：30～12：00
費100円程度（手芸のみ）　申不要
▶専門講座 
『かかりつけ薬剤師をもっていますか?』 予
日1月23日（水）14：00～15：00　定14名
▶育児相談 ぽかぽか相談 イヤイヤ期
日1月24日（木）10：30～11：30
▶クッキング 予
日1月25日（金）10：30～13：00
定6名（申込み多数の場合は抽選）
費500円（材料費）
内テーマ『体ぽかぽかメニュー』
持エプロン、三角巾、タオル

問☎485-9253（西大和団地1-7-2） 月〜金曜日 10：00〜15：00

まちかど健康相談室

60歳以上対象。センター登録が必要です。
申センター窓口又は電話で
▶新春お楽しみ会
日1月10日（木）13：00～14：30
申不要。当日直接お越しください。
▶エクセルで名簿を作ろう!（全2回）
日1月24日・31日（木）13：00～15：00
定5名　費500円　申1月17日（木）まで
▶エンジョイパソコン 
「初めてのパソコン」（全2回）
日1月28日、2月4日（月）10：00～12：00

定5名　費100円　申1月21日（月）まで
▶ワード応用講座（全7回）
日 2月5日～3月19日の毎週火曜日 

13：00～15：00
定5名　費500円　申1月26日（土）まで
▶お気に入り写真展作品募集
展示期間／3月1日（金）～15日（金）
テーマ／自由
※壁に下げられる状態でお持ちください。
申2月15日（金）まで

問☎452-7106（南1-23-1 2階）　開館時間／平日9：00〜16：00

和光市高齢者福祉センターゆうゆう

問☎452-5088（本町15番35号 大野ビル3階） 開館時間／平日9：00〜17：00

わこう暮らしの生き活きサービスプラザ

開催時間／10：00～11：00、13：30～14：30（1日2回開催）　定各10名　申要事前申込
1月開催日 内容 参加料
8日（火） 脳トレで頭のトレーニング! 無料

9日（水）・15日（火） 季節の押絵をやろう! 700円
10日（木） 触ってみよう!タブレット 無料
11日（金） ダブレットの便利機能を使ってみよう 無料
16日（水） ポンじゃん　簡易麻雀をやってみよう! 無料
17日（木） 大人の塗り絵をしよう。 200円
18日（金） 脳トレと一緒に体の運動! 無料
29日（火） 指先のおしゃれを楽しもう! 200円
31日（木） 街歩き。和光市を歩こう!（午前のみ） 無料

※上記の他にもイベントを開催しております。詳しくはHP又はお問い合わせください。

日  1月9日・16日・23日・30日の各水曜日 
10：00～11：30

場 本町小学校 福祉交流室

対65歳以上　定20名　費無料
内健康体操、転倒予防、脳トレ
持室内用運動靴、飲み物、タオル

問まちかど健康広場 ☎424-5420

いつまでも元気塾

日 1月15日（火）
11：30から 『ランチ会』
　 保育園児と一緒にお昼ご飯を食べま

しょう（自分の食べる分だけ持参）

13：30～15：30 通常サロン
場本町小学校 福祉交流室　費無料
内 体重、体組成、血圧測定、栄養ミニ講座 
『食事で体を内側から温める』（試食有）、歌

問長寿あんしん課 介護福祉担当 ☎424-9125

ヘルス喫茶サロン

問☎424-5420（本町23-32グッドラックビル1階）

まちかど健康広場 （対65歳以上　定各20名　費無料　※登録制）

教室名 1月開催日 曜日 時間
歌声ひろば 1月8日・15日・22日・29日 火 10：00～11：00
痛みの教室 1月8日・15日・22日・29日 火 11：10～12：10
ミニピンポン 1月8日・15日・22日・29日 火 13：30～14：30
シェイプアップ 1月9日・16日・23日・30日 水 10：00～11：00
脳トレ 1月9日・16日・23日・30日 水 13：30～14：30
やさしいヨガ 1月10日・17日・24日・31日 木 13：30～14：30
元気塾 1月11日・18日・25日 金 10：00～11：00

広報   2019年1月号10 日日時 場場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 持持ち物 保保育 主主催 共共催 協協力 申申込み 問問合せ FAX Eメール ホームページ

みんなのいきいき通信 障害者・高齢者に関するお知らせ
社会福祉協議会のお知らせ・イベントは15ページに掲載しています。
マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。予


