
 

 
ぽかぽか体操 
日時：①5 月 10 日(水) ②24 日(水) 

 午前１０時３０分～１１時３０分 

申込：４月２2 日(土) 午前９時～電話・来所で 

場所：当センター ホール 

定員：各回 20 名（先着順）  

講師：下岡 佐知子 氏  持物：水分補給用飲物 

※参加できるのは１回です。①または②を選んでください。 

※いきいき筋トレに登録されている方は申込できません。    

カラオケの集い 
日時：5 月 10 日(水)・22 日(月) 

   午後１時～4 時 ※2 日とも来ていただけます 

申込：4 月 24 日（月）午前９時～電話・来所で 

場所：当センター ルーム 定員：1５名（先着順） 

大人のぬり絵 
日時：5 月 12 日(金)午後３時～４時 30 分 

5 月 31 日(水)午後１時 30 分～３時 30 分 

   ※両日とも来ていただけます 

申込：4 月 26 日（水）午前９時～電話・来所で 

場所：当センター ルーム 定員：30 名（先着順） 

持物：色鉛筆・スリッパ 

百歳体操＆かみかみ体操 
日時：5 月 13 日(土)・27 日(土)・30 日(火) 

午前１０時３０分～１１時３０分 

※3 日とも来ていただけます 

申込：4 月 25 日(火)午前９時～電話・来所で 

場所：当センター ホール  

定員：２０名（先着順） 持物：水分補給用飲物 

漢字ドリルで脳トレ！ 
日時：5 月 29 日(月)午前１0時３０分～11時３０分 

申込：5 月 8 日(月)午前９時～電話・来所で 

場所：当センター ルーム 

定員：30 名（先着順）   持物：筆記具・スリッパ 
  

定員：2０名（先着順）    持物：水分補給用飲物 
 
 

 
 

     

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

  

 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

     

 

  

  

 

 

 

 

老 人 福 祉 セ ン タ ー だ よ り 
社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 

京都市上京老人福祉センター 

〒602-8383 京都市上京区西今小路町７９７ 

TEL４６４－４８８９ FAX４６４－２９８１ 
http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/kamigyou.html 
第３４８号  ２０２３年４月２０日発行 

かみぎょう 

５月号 

 

申込みのご注意！！ ⇒ ご本人による申込みに限ります（代理・FAX・メール不可） 

※実際に散策するわけではありません 

日時 ５月２６日(金)午前10時～11時30分 

場所 当センター ルーム 

講師 元京都市考古資料館館長 永田 信一 氏 

定員 30名（先着順）   持物 筆記具・スリッパ 

申込 ５月６日(土)午前 9時～電話・来所で 

 

 

京の歴史と文化 

三条通の今昔を往く① 

 
「自分の体力を知りたい」 「体力の低下を感じている」とお考えの

皆様、ご自身の体力を測定してみませんか？ 

（種目： 握力測定・片足立ちテスト・滑舌チェック） 

日時 ５月９日(火)午後２時～３時３０分 

場所 当センター ルーム 

講師 上京区地域介護予防推進センター 

定員 ２0名（先着順）  持物 上履き・水分補給用飲物 

申込 ４月２１日（金）午前９時～電話・来所で 

 

 

介護予防講座 

スマホ基本講座 
LINEの基本的な使い方やGoogleレンズについて知りたい方、 

是非、ご参加ください。 お一人様に一台、スマホを貸与いたします。 

日時 ５月３０日(火)午前10時～1２時 

場所 当センター ルーム   

講師 ソフトバンク株式会社 

定員 ２0名（先着順）  持物 筆記具・スリッパ 

申込 ５月９日（火）午前９時～電話・来所で 

 

 

介護予防講座 

人生１００年時代！１日でも長～く自分の足で歩くことを目

指しましょう    予防体操や脳トレ、お薬講座もあります      

日時 ５月３０日(火)午後1時３０分～３時 

場所 当センター ホール 定員 ２4名（先着順） 

講師 ふれあい薬局グループ薬剤師他 

持物 フェイスタオル・お薬手帳・水分補給用飲物 

申込 ５月１０日(水)午前 9時～電話・来所で 

 

 

同好会・集い連絡会 
今年度1回目の連絡会を開催いたします。お忙しいところ、 

恐れ入りますが、世話役の方は、ご出席方、よろしくお願いい

たします。 

日時 ５月６日(土)①午後1時３０分～ ②午後3時～ 

場所 当センター ルーム    持物 筆記具・スリッパ 

 

 

 



※定員に達した時点で募集は終了します。ご了承ください 

  

 

 

 

 

上京老人福祉センターご利用案内 

利用資格：市内在住の 60歳以上の方 

利 用 料：無料（但し、実費負担あり） 

開所時間：午前 9時～午後 5時 

休 所 日：日曜・祝日・年末年始 

そ の 他：駐車場なし 駐輪場あり 

本紙は、上京区役所、区内の地域包括支援 
センター等にも設置しています。 
京都市長寿すこやかセンターのホームページ 
からも閲覧することができます。 
http://sukoyaka.hitomachi-kyoto.jp/ 

 天神さんの 

近くです 

京都市の老人福祉センター

共通のカードで緊急時や体

調不良等に備えるためのカ

ードです。 

他センターで発行のカード

をお持ちの方もご提示をお

願いします。 

当センター 

 健康のつどい 

食の話と体操 
～血管若返り大作戦！～ 

日時 ６月１日(木)午後1時30分～３時 

場所 当センター ルーム 

講師 大阪ガスグループ福祉財団健康トレーナー 

定員 ２4名（先着順）  持物 上靴・水分補給用飲物 

申込 ５月１１日（木）午前９時～電話・来所で 

 

 

同好会（サークル） 
新規会員募集！   

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■ 運動系・うた ■■■■■■■■ 

・健康太極拳エンゼル（第１・３水曜１０時３０分～１２時） 

・スクエアステップ①（第２・４月曜１０時３０分～） 

・スクエアステップ②（第２・４月曜１１時２０分～） 

・にこにこ体操（第２・４土曜１０時30分～１２時） 

 ※体験には５本指ソックスを履いてきてください 

・民謡（第１・３火曜１３時３０分～１５時３０分） 

・詩吟（第１・３木曜１０時～１２時） 

・上京謡曲（第１・３金１４時～１６時） 

※観世流 謡いの本をお持ちの方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■■■■■■■ 文化系 ■■■■■■■■■ 

・大正琴野菊初級（第１月曜１１時～１２時） 

 ※６月までの募集。初心者対象。 

・パッチワーク（第２・４月曜１０時～１２時） 

・水彩画（第１・３火曜１０時～１２時） 

・自由画コスモス会（第２・４火曜１０時～１２時） 

・今小路連歌連句（第２・４水曜１０時～１２時） 

・はじめての俳句教室（第２金曜１０時１５分～１２時１５分）  

・俳句楽笑（第３水曜１０時１５分～１２時１５分） ※経験者対象 

 
 

 

 ～異動のご挨拶～ 
令和２年４月に着任し、この３月末に退職いたしました。

マスク・検温・消毒・人数制限などコロナ対策で大変な時期

でしたが、皆さん元気よく楽しげに活動されていました。私

も楽しく気持ち良くお仕事ができました。３年間ありがとう

ございました。これからもお元気で過ごされますよう祈って

います。                    榎本 絹代 

 

４月１日より上京老人福祉センターにて勤務させていただくこ

とになりました、加藤範子です。センター利用の方々 に気持ち

よく過ごしていただけるように親切、かつ笑顔で勤務していきた

いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。                              

加藤  範子 

 

まずは気軽に見学にお越しください。 
その他同好会の募集状況につきましては、当センターまでお問合せください。 

 

 

楽しんで脳トレ！ ※先着２０名 
日時：A：５月１０日（水）午後１時～２時 

B：５月２６日（金）午後１時～２時 

※A か B いずれかにご参加ください 

場所：当センターホール 

講師：二井本 澄代 氏  持物：筆記具 

 

折紙サロン ※先着２０名 
日時：A：５月１０日（水）午後２時３０分～４時 

   B：５月２６日（金）午後２時３０分～４時 

   A か B いずれかにご参加ください 

場所：当センターホール 

講師：二井本 澄代 氏・当センター職員 

持物：折紙・のり・ハサミ・筆記具 

 

 

 

申込 
不要 

申込 
不要 


