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● 熱中症はどのようにして起こるのか？

熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられま
す。
「環境」の要因は、気温が高い、湿度が高い、風が弱いなどがあります。

「からだ」の要因は、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が生じたり、暑い
環境に体が十分に対応できないことなどがあります。
その結果、熱中症を引き起こす可能性があります。

人間の身体は、平常時は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体
温が外へ逃げる仕組みとなっており、体温調節が自然と行われます。

● 熱中症を予防するにはどうしたらよいの？

無理をせず徐々に身体を暑さに
慣らしましょう
・室内でも温度を測りましょう

・体調の悪いときは特に注意しま
しょう



館主催講座 開催日時 場所
会食会 第1～4（木）12：00～13：00 交流活動室 予約制

お昼のお楽しみ会 第1（水）12：00～13：00 和室 予約制
夜のお楽しみ会 毎月25日 17：30～18：30 交流活動室 予約制
いきいきカフェ 第2（木）14：00～16：00 交流活動室 参加自由
昭和歌謡の会 第4（木）15：00～16：00 交流活動室 予約制

フォークビレッジ 月1回（木）15：00～16：00 交流活動室 予約制

カラオケ
（月）10：00～12：00

和室 参加自由第1・3（火）13：00～14：30
第2・4（水）10：00～12：00

いきいき健康体操

第1・3（火）9：30～10：30

和室 1年間登録制

第2・4（火）9：30～10：30
第1・3（火）10：45～11：45
第2・4（火）10：45～11：45
第1・3（火）14：45～15：45

第2・4（火）14：45～15：45
第1・3（火）16：00～17：00
第2・4（火）16：00～17：00
第1・3（金）9：30～10：30
第2・4（金）9：30～10：30
第1・3（金）10：45～11：45
第2・4（金）10：45～11：45
第1・3（金）14：45～15：45
第2・4（金）14：45～15：45
第1・3（金）16：00～17：00
第2・4（金）16：00～17：00

健康麻雀

（月）10：00～12：00

交流活動室 1年間登録制
（月）13：00～15：00

第3除く（水）10：00～12：00
第3除く（水）13：00～15：00

盆踊り
第1・3（月）13：00～14：00

和室 参加自由第2・4（火）13：00～14：00
（金）13：00～14：00

民踊を楽しむ会
第1・3（月）14：00～16：00

和室 募集中
第2・4（月）13：00～16：00

お茶会 第1（木）9：30～12：00 キッズコーナー 予約制

囲碁・将棋

（木）10：00～12：00
キッズコーナー

参加自由
（木）13：00～16：30
（土）10：00～12：00

和室
（土）13：00～16：30

囲碁教室
（火）10：00～12：00

キッズコーナー
募集中

（金）13：30～15：30
（土）13：30～15：30

長寿マッサージ 第2・4（水）12：30～15：00 和室 予約抽選
手話教室 （水）10：00～12：00 キッズコーナー 募集中

編み物倶楽部 （月）13：30～15：00 キッズコーナー 募集中

折り紙倶楽部
第1（水）13：30～15：00

キッズコーナー 募集中
第4（水）13：30～15：00

金曜書道A 第1（金）13：30～15：00
交流活動室 2年間登録制

金曜書道B 第2・4（金）13：30～15：00

ペン習字
第1（水）14：00～15：00

グループ活動室 半年間登録制第1（水）15：30～16：30

第4（水）17：30～18：30
英会話教室 第2・4（土）10：00～12:00 グループ活動室 5月区報募集予定

コーラス倶楽部 月3回（金）10：00～12:00 交流活動室 ６月区報募集予定
絵手紙教室 第1～4（月）13：00～15:00 グループ活動室 募集中
詩吟愛好会 （木）13：30～15：00 グループ活動室 募集中



いきいきプラザは墨田区元気高齢者福祉施設です。お元気な方々が集い、動き、学び、ふれあい、遊び、
交わり考えることを大切にしています。自主的なサークル活動も応援しています。

サークル名 開催日時 場所

書道

瑶友会 第2・4（月）10：00～12：00 グループ活動室

きらめき書道土よう会 第2・4（土）10：00～12：00 グループ活動室

きらめき書道日よう会 第1・3（日）13：30～15：30 グループ活動室

すみれ会
第1（金）15：00～16：30 交流活動室

第3(金）13：30～15：00 交流活動室

麻雀

竹馬の会（火） （火）9：00～16：30 グループ活動室

竹馬の会（土） 第1・3（土）9：00～16：30 グループ活動室

緑会 第1・3（日）9：00～16：30 グループ活動室

健康麻雀 業平会 第2・4（金）13：00～16：30 グループ活動室

マージャン友の会 第2・4（土）13：00～16：30 グループ活動室

白百合の会
第1・3（金）13：00～16：30

グループ活動室
第2・4（土）13：00～16：30

なかよしクラブ （水）17：30～20：30 グループ活動室

茶道
茶道教室 第2～4(木）10：00～12：00 和室 都千家

立礼式茶道教室 （火）10：00～12：00 グループ活動室

絵画

木木会 第1・3（木）13：30～15：30 グループ活動室

水彩画同好会 第2・4（木）13：30～15：30 グループ活動室

押上友の会 第2・4（火）18：30～20：30 グループ活動室

清彩会 第2（日）13：30～15：30 グループ活動室

語学

フレンズEnglishレッスン 第1・3（土）10：00～12：00 グループ活動室

ikiiki violet club
第1・2・4（水）10：00～12：00

グループ活動室
第3(月）10：00～12：00

いきいき英会話勉強会 （木）10：00～12：00 グループ活動室

中国語を楽しむ会 第2・4（日）10：00～12：00 グループ活動室

音楽

ピーチクぱーちく 第2～4(日）13：00～16：30 交流活動室 カラオケ

つばさミュージックサロン （金）10：00～12：00 グループ活動室

花は咲くをうたいましょう 第1・3（木）10：00～12：00 グループ活動室

第九でいきいき 第1（月）第3（金）10：00～12：00 グループ活動室

リコーダアンサンブル奏 第2・4（木）10：00～12：00 グループ活動室

けんばん女子 第2・4（水）13：00～15：30 グループ活動室

エンジョイピアノうぶごえ 月1回 13：30～15：30 交流活動室

お花

TSKの会 第2・4（金）13：00～16：00 グループ活動室 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

いけばな 第1（金）17：30～20：30 グループ活動室 草月流

フラワーアレンジメント （木）15：00～17：30 グループ活動室

手芸
ししゅうとの出会い 月1（土）13：00～16：00 グループ活動室

なでしこ 第1・3（火）13：30～15：30 グループ活動室

運動

太極拳
（木）A 13：30～14：45

和室
（木）B 15：00～16：15

脱メタボクラブ
（土）A 14：00～15：00

交流活動室
（土）B 15：15～16：15

リラックスヨガ （日）16：30～18：00 和室

アロハスマイル 第2・4（日）13：30～15：00 和室 フラダンス

その
他

曳舟川短歌会 第4（金）13：00～16：00 グループ活動室

あづま句会 第4（日）12：30～16：00 グループ活動室 俳句

岳歳吟詠会 第2（金）14：00～16：00 グループ活動室 詩吟

歩の会 第1（日）13：00～16：30 和室 将棋

江戸研究会 第1（金）13：00～16：00 グループ活動室

IT研究会 月2回（水・金）10：00～12：00 グループ活動室 パソコン

かたづけを考えようカイ 月1回（金）10：00～12：00 グループ活動室

※興味がある講座やサークルがございましたら、まずはご見学ください。

詳しくは、受付までお問い合わせください。



いきいきプラザへのアクセス

◆東武亀戸線小村井駅 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

●いきいきプラザでは、自主活用のほかにも
シニアのためのいきいきトレーニング、
いきいき健康体操、介護予防ストレッチ、
日曜体操など運動の機会を多岐に渡って
展開しています。是非ご活用ください。

いきいきプラザの定番メニューのご紹介

お昼の会食会

毎週木曜日（予約制）月初めに電話予約

夜のお楽しみ会

毎月25日、すみだ家庭の日に開催（予約制）

お昼のお楽しみ会

毎月第一水曜日に開催（予約制）

お誕生月の方にはプレゼントがあります

1回・200円（汁物とデザート）

ご自身で食べられる分のお弁当などをご持参ください

いきいきカフェ

コーヒー・紅茶など・・・

飲み物１杯・100円

毎月、第2木曜日 14：00～16：00


