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申込
必要

左京老セン内で公園体操を開催します！仲間と一緒に体操しませんか！

●日 時：１月１３日・２７日（金）
午前１０時 30 分～１１時 30 分
●会 場：当センター 座敷
●定 員：２５名（先着順）
●協 力：公園体操ボランティアリーダー
●持ち物：上履き、マスク、飲み物、ハンカチ
●服 装：動きやすい服装
●申 込：12/28(水)午前 9 時から受付開始（電話可）
申込
必要

申込
必要

●日 時：１月 24 日（火）午後 3 時～4 時
●会 場：当センター 座敷●定 員：各６名（先着順）
●協 力：京都市地域 IT アドバイザー会、スマホ同好会
●持ち物：個人のスマホ、上履き、マスク、飲み物 、ハンカチ、筆記用具
●申 込：１/１０（火）午前 9 時から受付開始（電話可）
※先着順ですが、初めての方を優先します。
申込
必要

京都の通りにゆかりのある歴史を月 1 回シリーズで学びます。
今回は、「蛸薬師通パート２」です。ぜひご参加ください！！
●日 時：1 月６日(金) 午後 2 時～３時 30 分
●会 場：当センター 座敷
●講 師：永田 信一氏（元京都市考古資料館館長）
●定 員：２５名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、飲み物、ハンカチ、筆記用具
●申 込：１２/2４(土)午前９時から受付開始（電話可）
申込
必要

●日 時：１月２８日(土)午後 1 時 30 分～
●会 場：当センター ホール●定 員：20 名（先着順）
●持ち物：上履き、飲み物 ●主 催：左京図書館
●申 込：１/１４(土)午前 9 時から受付開始(電話可)

●日 時：１月６日（金）
➀午前９時３０分～１０時３０分
②午前１０時４５分～１１時４５分
●会 場：当センター 座敷
●定 員：各２０名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、飲み物、タオル２本、
動きやすい服装
●共 催：左京区地域介護予防推進センター
●申 込：12/23(金)午前９時から受付開始(電話可)
※医師から運動制限を受けている方は参加できません。
申込
必要

●日

時：１月２０日（金）
➀午後 1 時 30 分～２時３０分
②午後２時 45 分～3 時 45 分
●会 場：当センター ホール
●定 員：各２０名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、ハンカチ、飲み物、動きやすい服装
●共 催：左京区地域介護予防推進センター
●申 込：１/６（金)午前 9 時から受付開始（電話可）
※医師から運動制限を受けている方は参加できません。
申込
必要

今月は、節分の鬼を作ります
●日 時：１月２０日（金）
午前１０時～１１時３０分
●会 場：当センター 座敷
●定 員：２５名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、飲み物、ハンカチ、折り紙
●申 込：1/6(金)午前９時から受付開始（電話可）

介護予防講座 令和５年度

受講生募集

募集期間 ： 令和５年１月２８日（土）～２月１８日（土）
やさしい筋トレＡ

第１木曜・第３木曜 午後１：１５～ ２：１５

やさしい筋トレＢ

第２木曜・第４木曜 午後１：１５～ ２：１５

たのしい筋トレＡ

第１金曜・第３金曜 午前９：１５～１０：１５

たのしい筋トレＢ

第２金曜・第４金曜 午前９：１５～１０：１５

※申し込みはお１人につき１つまでです。
●対 象

市内在住６０歳以上の方 ※医師から運動制限を受けている方は不可

●受 講 期 間

令和５年４月～令和６年３月末まで（月２回）

●会 場

当センター ホール

●受 講 料

無料

●定 員

各２０名 ※申込が定員を超える場合は抽選となります。

●申 込 方 法

当センターにお越しいただき、申込書を記入、申込控をお渡しします。
※電話・ＦＡＸ・代理者による申込不可

●公 開 抽 選

２月２１日（火）午後２時

●入 会 登 録

公開抽選と入会登録を同時実施しますので、必ずご参加ください。
申込控が参加券となり、忘れた方は抽選も入会もできません。
ただし、この日に参加できない方は代理者による参加が可能です。

＜申込時の注意事項＞
＊応募者が１０名に達しない場合、開講を中止することがあります。
＊事業継続が困難な事情が発生した場合は、年度途中で閉講となる場合があります。
＊筋トレ同好会と重複できません。
申込
必要

●日 時：第１・３金曜日 午前 10 時 30 分～11 時 30 分
●会 場：当センター ホール●定 員：15 名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、飲み物、ハンカチ、筆記用具
●申 込：1２/２４(土)午前 9 時から受付開始（電話可）
申込
必要

今回は、「栄養講座」を実施します。
●日 時：１月２７日（金）午後 1 時 30 分～２時３０分
●会 場：当センター ホール
●定 員：２０名（先着順）
●持ち物：上履き、マスク、ハンカチ、飲み物、
●共 催：左京区地域介護予防推進センター
●申 込：１/１３(土)午前 9 時から受付開始（電話可）

見学に
お越し
ください！

★令和５年度 同好会会員募集★
募集期間：2 月 1 日（水）～2 月 22 日(水)
詳細については、2 月号に掲載いたします。

以下の事項に該当する方は利用できません。
（1）平熱より高い発熱（2）咳、風邪症状
（3）だるさ、息苦しさ（4）臭覚や味覚の異常
（5）新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触
（6）同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる
活動制限の一部緩和について（８月１日～）

〇新型コロナウイルス感染者数の推移やワクチン接種
の進捗等を踏まえ、これまで制限してきた活動（うた
う・ダンス等）について、条件を設けて一部緩和しま
す。活動の条件については、順次、世話人に説明して
申込
います。説明を受けられましたら、同好会内ですみや
必要
かに調整いただき、センター事務所へ活動の方向性を
報告してください。
左京ケアプランセンター、左京区社会福祉協議会及び左京区ボランティ 〇活動にあたっては、新型コロナウイルス感染症の発生
アセンターの専門職が様々な相談に応じます。
防止に向けて、センターが提示した条件を必ず守って
●場 所：当センター 相談室
いただくよう、ご協力をお願いいたします。
●申 込：相談希望者は事前に当センターへご予約ください。 なお、今後の感染状況等により、条件を変更すること
●問合せ：当センター 職員
がありますので、ご了承ください。

