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す み だ

風薫る新緑の季節、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。
今月もいきいきプラザでは、様々な催し物を開催いたします。
是非、皆様お誘いあわせの上、お立ち寄りください。
また、6月の催し物の受付も開始致します。受付横の配布物をご覧いた

だけたらと思います。ご予約やお申し込みは受付までお気軽にお申し付
けください。

4月の会食会では、ハンバーグやてんぷ

らなどを工夫して、少しでも「食」の楽しさ
や大切さを感じていただければうれしいと

思っています。

『食の習慣』

生きていく上で大切な食事ですが、
高齢になるとどうしても摂取量が下

がります。これから気温や湿度が上
がると更に食が細くなってしまいがち
です。これからの時期、
『７大栄養素』
❶ たんぱく質
❷ 脂質
❸ 糖質（炭水化物）
❹ ビタミン
❺ ミネラル
❻ 食物繊維
❼ファイトケミカル

をバランスよく摂取するように心がけ
ましょう。
そして、いきいきプラザでの「団欒｣
を楽しんでください。
※ 水分もしっかり摂って下さい！！

植物と乳酸菌のチカラ “ファイト

ケミカル”とは、野菜、果物、豆類、
芋類、海藻、お茶やハーブなど、
植物性食品の色素や香り、アク
などの成分から発見された化学
物質です。抗酸化力、免疫力の

アップなど、健康維持・改善に役
立つのではないかと期待され、
研究が進んでいます。なかでも
注目したいのは、抗酸化力です。
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トレーニング室では、

『コグニバイク』を導入しました。
（混んでいる時は、ご利用を制限させていただくこと
がありますのでご了承ください。）

＝ 運動しながら脳を使う！＝
コグニサイズに特化したバイク（自転車こぎ）
マシンです。

運動と認知課題（計算、しりとりなど）を組み合わせた、認知症予防を目的と
した取り組みの総称を表した造語です。脳にも身体にも適度な負荷を与えて
運動（エクササイズ）することで、介護に頼らない身体作りを目指しましょう。

家庭用の体脂肪計や体組成計と原理は全て同一で生体
インピーダンス法(Bio-electrical Impedance Analysis;BIA)

を用いて微弱な電流を体内に流し、電気抵抗を基に身体
の水分量を測定します。体脂肪や骨の状態等が測定で
きます。トレーニングの開始時から約３ヵ月ごとの推移を
見ていくことで運動の効果を測定できます。

いきいきプラザへのアクセス

◆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

編集後記
これから暑い日が続きます。
皆様、ご自愛ください。

柳町友夏里

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E8%84%82%E8%82%AA%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%93%E7%B5%84%E6%88%90%E8%A8%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E4%BD%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%8A%B5%E6%8A%97


いきいきプラザ・今月の主な講座のご紹介
（時間やお部屋などの詳細は受付までお問合せください）

お昼の会食会
✿楽しく！ワイワイの食事会です。
（果物・飲み物付き500円）

第１～4 木曜日 ※要予約
5月3日・10日・17日・24日

第５木曜日の特別ランチ
✿第５も一緒に御食事しましょう！
（果物・飲み物付き500円）

第5 木曜日 ※要予約
5月31日

お菓子教室
✿手作りのお菓子はいかがでしょうか ?
(材料費300円）

第3 金曜日 ※要予約・年齢不問ど
なたでも。
5月18日

お楽しみ会
✿演芸披露も!? 汁物と甘味をご用意してお待ちして
います。

第1 水曜日
※要予約、お弁当と参加費100円を
ご用意ください。
5月２日

夜のお楽しみ会
✿毎月、「すみだ家庭の日」の夜に、カレーライスを
ご一緒に！

毎月、25日 17:00～
※要予約、参加費300円
5月25日

お茶会（野点）
❁毎月、美味しいお茶と菓子で、こころを豊かにして
いきましょう。

毎月第１木曜日
❶１０：３０～１０：５０
❷１０：５０～１１：１０
❸１１：１０～１１：３０
5月3日

いきいきカフェ
（１杯50円・お茶うけあります）
一緒にお茶を囲んで、話に花を咲かせましょう！

第2 木曜日
≪みまもり相談室

無料相談コーナーも併設 ≫
5月10日 １４：００～１６：００

パソコン講座再開の
お知らせ

*毎週火曜日午前中に継続中のパソコンボランティアさんによる
質問コーナーに加え、６月より新たにＰＣ入門講座が始まります

詳しくは別途ご案内いたします！

シニアのためのいきいきトレーニング教室の
第2弾！！
7月の墨田区報にも掲載予定です・・・
9月3日からスタートです！！



『 趣味✿生きがい 』 講座（抜粋）

いきいきプラザ ３６１８―０９６１

※ 日程や費用など詳細は、事前にご確
認ください。このほかにもサークル
活動は数々・・・

講座名 予定

健康コーラス倶楽部（合唱）（登録制・有料） 参加者募集中！ 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） プロによる歌唱指導 金曜日 午前、日曜日は個人レッスン

昭和歌謡の会（無料） 懐かしい歌を生伴奏とともに皆で歌います 毎月第4木曜日 午後 申込制

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！＝

各月2回 午前

絵手紙教室 月曜日(祝祭日は除く） 午後

絵画教室（登録制・有料） 水彩画 プロの指導あります 第1・第3 木曜日 午後

水彩画同好会 参加自由 第2・第4 木曜日 13時～15時

編み物倶楽部 月曜日 午後

リラックス・ヨガ（有料） 毎週月曜日の17:３０～

茶道教室 （有料） 都千家（表千家） 木曜日 午前※登録制

立礼式茶道教室（有料）（正座が心配な方も大丈夫！） 火曜日 午前※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

折り紙教室 ※一年間の登録制（有料） 月１回 参加者募集中！
第1 水曜日 または第4 水曜日 午後
の２コース

詩吟愛好会 毎年文花センターの発表会に揃って出演 木曜日 午後

太極拳Ａ・Ｂ 木曜日 Ａ：１３時半～ Ｂ：１５時～

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

書道教室 （登録制・有料）
金曜書道Ａ（月１回２年間） Ｂ（月２回１年間） ９月～翌年７月

Ａ第１金曜日午後、Ｂ第２・４金曜日午後

書道サークル 清友会 （有料） 第2・第4 月曜日 午前※登録制

書道サークル 清心会 （有料） 第2・第4 土曜日 午後※登録制

書道サークル きらめき書道 土よう会・日よう会 (有料）
参加者募集中！

第2・第4 土曜日 午前
第１･第３ 日曜日 午後 ※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 江戸の様々な文化に触れる勉強会
第１金曜日 午後
※登録制

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
参加者募集中！

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


