
平成２9 年度 

東山老人福祉センター利用案内 
★  利用者の資格  市内に居住する 60歳以上の方 

★   利 用 時 間  午前 9時 から 午後 5時まで 

★   休 館 日  日曜・祝日・12月 29日から 1月 3日まで 

 

※教室（初心者を対象として、同好会に移行します。） 

教室名 曜日・時間 P・Ｒ 

社交ダンス教室 

 

(初級)月 2 回金曜日（第 24） 

 (中級)月 2 回月曜日 (第 13) 

いずれも午前 10：00～12：00 

高齢者の楽しみとしてのダンス 健康で過ごして

ほしい。まずはダンスの入門から。次年度中級へ

移行します。 

茶道教室 
月３回 木曜日（第１２３） 

午前１0：００～１2：００ 

茶道の基本を学びます。茶道に興味のある方いか

がですか。 

書道教室 
月 2 回 水曜日（第２4） 

午後１：００～3：００ 

書道を通して、和の精神をはぐくみ 楽しんでも

らえればうれしいです。 

手編み教室 
月 2 回 水曜日(第 13) 

午前 10：00～11：30 

28 年度から新しく開設しました教室です。手編

みを楽しみながら仲間をつくりましょう。 

 

※自由参加事業・講座（いつでも申込なしで参加できます。） 

歌のひろば 
月１回 第４火曜日(2 部制)  

１部午後 1：30、２部 3：00 

懐かしい唱歌、先生の伴奏でみんなといっしょに歌

いませんか！ 

ミニミニシアター 
月１回中・下旬 

午後１：３０(変更有) 

ここ２～３年の話題になった作品を選んでいます。 

ぜひきてね！ 

いきいき筋トレ 
月２回 第２土午前１０：００ 

    第４金午後１：３０ 

元気でいきいき。活発でやさしい指導の介護いらず。

初心者も歓迎。 

囲碁・将棋 毎日（部屋の変更がある日あり） 
初心者も含めて実力に応じて対戦しています。 

将棋も囲碁同様、利用者が増えています。 

卓球 
自由参加 と 

同好会   

・自由参加：毎日（但し第 3 土午前

と午後の１部できない日あり。） 

・同好会：毎週木曜午前月 4 回） 

男女年齢に関係なく、毎日ピン球を打っています。 

※介護予防教室 

（申込制 3ヵ月ごと） 

筋力アップ教室 月 4 回月曜日（第 1・2・3・4）

午後 1：30～3：00 

一人ではなかなか、する気か゛おこらなくても みん

なといっしょだと張り切れる。 

男の運動教室 月 4 回木曜日（第 1・2・3・4） 

午後 1：30～3：00 

男性に合わした 運動が組み込まれている教室です。

毎回申込み者多数あり 

(随 時) 

  脳活性化ヨガ教室 月 1回火曜日（第 2） 

午後 1：30～3：00 

脳の働きを活性化取り入れ、一人ひとりの体と心に合

わせたトレーニング指導で体も心も変わります。 

  すこやか体操 月 1回火曜日（第 4） 

午前 10時～11時 

ゲームをしながら楽しくやさしい体操を。脳トレにも

なります。 

 

 

 



※同好会（創る・歌う・踊る・学ぶなど自主的な活動サークル） 

●創る 

同好会名 曜日・時間 Ｐ・Ｒ 

俳句同好会 
月 1 回 土曜日（第１） 

午前 9：30～12：00 

俳句を通じて、交流と親睦を深めるために月 1回

活動しています。 

絵手紙同好会 
月 2 回 月陽日（第２・4） 

午前 10：00～12：00 

1枚のはがきに愛情・友情・思い出を込めて、書

いています。 

京てまり手芸同好会 
月 2 回 金曜日（第 1・3） 

午前 10：00～12：00 

一つ一つの細かい作業を根気よく続けて、きれい

な てまりが完成します。 

陶芸同好会 
月３回第２・４水曜第２水曜日 

午後１：00～３：00 

陶芸を作ることで、面白さを感じ楽しく親睦を 

深めていきます。作品の出来栄えがうれしい。 

手編み同好会 
月 2 回第 2・第 4水曜日 

午前 10：00～11：30 

既成のものでない自分だけのあたたかいニット

をつくってみませんか。 

●歌う 

民謡同好会 
月２回 金曜日（第 1・3） 

午後１：30～３：００ 

先生の三味線にあわせて民謡を大きな声を出し

て歌う事により健康にもつながっています。 

詩吟同好会 
4 回水曜日（第１２３４）    

午前 10：00～12：00 

流派は神風流で、詩吟を学ぶ会員の交流と親睦 

を図る事を、目的としています。 

謡曲同好会 
月 2 回 水曜日（第 1・3） 

午後１：00～3：00 

月２回の活動を楽しみに、謡曲を歌っています。 

カラオケ同好会 
月 3 回土曜日（第 2・3・4） 

午後 1：00～4：00 

カラオケのモットーは、楽しく唄って癒して元気

に仲間作りです。 

●踊る 

民舞同好会 
月 3 回火曜（第１２３） 

午前 10：00～12：00 

週3回 先生の指導により民舞の上達を目

的としてお稽古に励んでいます。 

社交ダンス同好会 
月４回木曜（第１２３４） 

午前 10：00～12：００ 

社交ダンスを通して、高齢者の健康 

交流を深め 社会への参加をしています。 

健康フラダンス同好会 
月３回土曜日(第３・４)午前１０：00～ 

11：30 他 1 回は月によって変更有 

先生の指導により、楽しく 明るく 

軽やかに踊っています。 

●学ぶ 

茶道同好会 
月 3 回木曜日（第 1・2・3） 

午後 1：00～3：00 

教室で学んだ後、再度茶道の向上を

きわめたいと思う。 

マジック同好会 
月 1 回 土曜日（第１） 

午後 1：00～3：00 

日々 技術の習得につとめ、認知症

予防にもなる同好会です。 

英会話同好会 
月 2 回 金曜日（第 2・4） 

Ａ午後１時～２時 1０分、Ｂ２時半～３時 4０分 

英会話Ａ・Ｂに分かれます。学ぶ心

は共にわきあいあいと学んでいま

す。 

着付け同好会 
月１回 火曜日（第１） 

午前 10：00～11：30 

日本古来の着物を一人で着るように 

先生に指導していただいています。 

書道同好会 
月 2 回火曜日(第 1・３) 

午後１：００～2：3０ 

かな、漢字、はがきなど実用的な書道

を学ぶ書道好きな集まりです。 

 

 

ウクレレ同好会 第 1土曜午後 3：15～ 

第 3土曜午前 10：00～ 

音楽を奏でる。気持ちがいいもの。 

仲間もできます。 


