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平成30年4月1日から
指定管理者がかわりました！

いきいきプラザの指定管理者が4月1日から
社会福祉法人カメリア会に変更となりました。
事業推進担当からこの度、いきいきプラザに
異動してまいりました。内装を少し替え、職
員も一新して新たないきいきプラザがスター
トを切りました。今までの講座をそのままに、
さらに活動の充実が図れるよう、より一層の
努力をしてまいります。

皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
いきいきプラザ 館長 志賀美穂子

1日 新メンバー・ごあいさつ会

（司会・pepper君）

4日 お楽しみ会

5日 お昼の会食会（毎週木曜日）

5日 お茶会

9 日 民踊を楽しむ会

10日 いきいき健康体操が始まります！

11日 長寿マッサージ（25日も）

18日 休館日

19日 PCﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

25日 夜のお楽しみ会

t

す み だ

地域は『人』によって創られ、
支えられます。『地域』は
『人』と『人』との絆によって
支えられます。そんな絆づく
りを、次世代を担う子どもた
ちと一緒に応援したいと考
えます。

これからも、いきいきプラザ
をよろしくお願い
いたします。



いきいきプラザ・新メンバー紹介

平成30年4月1日（日）に新メンバー
ごあいさつ会をpepper君の司会で
開催しました。心機一転頑張ります。

新たなトレーニング機器が入りました！

音楽を中心に
担当させていただきます。

健康運動指導士と看護師と
ともに、皆様のトレーニングを
担当させていただきます。

よろしく
お願いします！

会食やお菓子教室などを
担当させていただきます。

パソコン担当は、
職員3名で対応
させていただき
ます。

事務を中心に皆様と関わらせていただきます。

引き続き、おいしい食事を
提供させていただきます！

書道や麻雀、昭和歌謡や
中国語、絵画教室、ｺｰﾗｽ
倶楽部など、生きがいをも
って活動されている
方々からの学びを
大切にしていきます。

お昼の会食会 第１～4 木曜日 ※要予約

✿楽しく！ワイワイの食事会です。（果物・飲み物付き500円） ※要予約

第５木曜日の特別ランチ 第5 木曜日 ※要予約

✿第５も一緒に御食事しましょう！（果物・飲み物付き500円）
※要予約

お菓子教室 第3 金曜日 ※要予約

✿手作りのお菓子はいかがでしょうか ?(材料費300円） 年齢不問 どなたでも。

長寿マッサージ 第2・第4 水曜日 ※お申し込み制

✿プロマッサージ師さんの出張施術です。無料。 （墨田区在住で60才以上の方）

お楽しみ会 第1 水曜日 ※要予約

✿演芸披露も!?汁物と甘味をご用意してお待ちしています。 お弁当と参加費100円をご用意いただきます。

夜のお楽しみ会 毎月、25日※ 要予約

✿毎月、「すみだ家庭の日」の夜に、カレーライスをご一緒に！ 参加費300円

いきいきカフェ （１杯50円・お茶うけあります）
第2 木曜日

一緒にお茶を囲んで、話しに花を咲かせましょう！
≪みまもり相談室 無料相談コーナーも併設 ≫
14時～16時

いきいきプラザ・講座紹介（詳細は受付まで）

皆様のお役に立てるよう
頑張ります。よろしく
お願いします！



趣味✿生きがい 講座
いきいきプラザ ３６１８—０９６１

※ 日程や詳細は、事前にご確認ください。

講座名 予定

健康コーラス倶楽部（合唱）（登録制・教材料） 金曜日（月3回） 午前

カラオケ（無料） 月・火・水曜日 ※要時間確認

カラオケサークル（有料） ＝ピーチクぱーちく＝ 第2・3・4日曜日 午後

健康カラオケ教室（有料） 金曜日 午前、日曜日は個人レッスン

昭和歌謡の会（無料） 毎月第4木曜日 午後

歌のサークル（有料）
＝「第九」でいきいき！・「花は咲く」を歌いましょう！＝

月2回 金曜日 午前

囲碁・将棋（初心者） 土曜日 午前

囲碁・将棋（経験者） 木・土曜日 要時間確認

いきいき健康麻雀教室（初心者） 年度初めに募集します！

いきいき健康麻雀教室（経験者） →当選された方が参加できます。

茶道教室 木曜日 ※登録制

立礼式茶道教室（正座が心配な方も大丈夫！） 火曜日 ※登録制

お茶会（野だて：毎月第1木曜日）
※要予約 ・有料
①10：30～② 10：50～③11：10～

詩吟愛好会 伝統文化の詩吟ですが肩肘張らずに和気藹々と！ 木曜日

絵手紙教室 月曜日(祝祭日は除く） 午後

編み物倶楽部 月曜日 午後

絵画教室（登録制・有料） 第1・第3 木曜日 午後

水彩画同好会 第2・第4 木曜日 13時～15時

折り紙教室 ※一年間の登録制（有料）
A 第1 水曜日 B 第2 水曜日 Ｃ 第4 水曜日
各コース 午後

書道教室 (有料）
根強い人気講座 集中力も磨かれます。

9月～次年7月まで ※登録制

書道サークル 清友会 （有料） 第2・第4 月曜日 ※登録制

書道サークル 清心会 （有料） 第2・第4 土曜日

書道サークル きらめき書道 土よう会・日よう会 (有料） 第2・第4 土曜日 午前 ※登録制

書道サークル すみれ会 （有料） 第1・第3 金曜日午後 ※登録制

江戸研究会 「江戸を知り、江戸に学ぶ」江戸の文化や歴史に
興味がある方たちの勉強会です。

第１金曜日 午後
※登録制

手話教室（登録制） ※初心者優先 水曜日（ 第3・5水曜日を除く） 午前

英語教室 ※テキスト代は実費６０歳以上の初歩の方の講座です。
月曜日 午前・1年間 登録制

英会話教室 ※テキスト代は実費 ６０歳以上の初歩の方の講座です。
第2・第4 土曜日 午前

※6月スタート！ 一年間の登録制



健康増進 講座 いきいきプラザ ３６１８—０９６１

※ 日程や詳細は、事前にご確認ください。

講座名 予定

マシントレーニング 初回講習（無料）
トレーニングルームご利用のための講習を受けていただきます。

水・土・日曜日 ※要予約少人数制です

マシントレーニング 初心者グループ・自主活用（無料）
※要 時間確認週に2回の運動習慣

マシントレーニング シニアのためのいきいきトレーニング教室
月・木曜日 ※要申込・年３回に募集し、当選された方が
ご利用できます。各２４コース

マシントレーニング 個人利用（有料・2時間以内、220円） 土･日曜日と平日の夜間 ※要時間確認

体力測定（無料） 握力・柔軟性など８項目を計測 不定期（年二回）※お問い合わせください

いきいき健康体操 一年間の登録制 ６５歳以上の方
年度初めに募集をかけて、当選された方がご利用いただけま
す。

軽めのストレッチ体操 無理なく気軽にご参加いただけます。 金9：30/10:45/14:15/15:30

太極拳教室 転倒予防にも効果的な太極拳の講座です。 木曜日(第5週を除く） A/Bクラスがあります。

シニアフラダンス教室（有料）
第2・第4日曜日 13時半～15時

日曜体操（有料） ※要予約 日曜日（月４回） 14時～15時／15時～16時

リラックス・ヨガ（有料） 参加者募集中です！！ 毎週月曜日 １７:３０～

輪投げ大会（代表選抜大会で上位の方は対抗戦に！） 不定期

民踊を楽しむ会 （月２回墨田区民踊連盟の先生の指導あり） 月曜日 午後

盆踊り お馴染みの曲に自然とからだが動きます。
月（隔週）・金曜日（毎週） 13時～14時
火（隔週） 13時～14時半

いつまでもいきいきと自分らしく生きること、それを実現するための手
立てが「介護予防」と言う考え方です。いつまでも筋力を維持し、元気
でいきいき生活できるよう、いきいきプラザをご利用下さい！！

パソコンボランティアミーティングの
お知らせ

*平成３０年４月１９日（木）１４:３０～
*いきいきプラザ交流室で行います。

いきいきプラザのアクセス

◆東部亀戸線小村井駅 下車徒歩１１分
◆都営バス文花２丁目 下車１１分
◆都営バス福神橋下車徒歩８分


