シニアステーション田園調布
和

シニアステ－ション田園調布
大田区田園調布２-５８-５

☎ ０３-６７１５-６900

広
間

月

火

水

木

金

土

9:30～10:10
エルダー体操

9:30～10:30
メンズどりこ

10:00～10:40
介護予防体操

9:30～10:10
椅子ストレッチ

9:30～10:10
椅子太極拳

10:40～11:20
介護予防体操

11:00～11:40
頭とからだの椅子

10:45～11:45
姿勢改良 (有料)

ゆっくりガッチリ(会費)

13:30～14:10
13:30～14:45
14:00～15:00 Ａ
頭とからだの椅子 ゆっくりガッチリ(会費) 健幸体操 (有料)

15:15～16:15
楽しい
東洋医学(有料)

【特別講座】

1

10:00～11:30
筆の会 Ａ
(有料)

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

「高齢者の交通安全集会」

第二回 知って ‟はつらつ”
～ずっと元気に過ごすために～

和

広
間

（警察署による交通安全DVD）

（早稲田大学 落研の 落語）

和

・「健康寿命」について知る

介護に備えて、知っておきたい知識を考える
講師：明治安田生命 選任講師

監修： 医師 高橋公一

（定員越えの場合、抽選）

主催 ： 大田区都市交通基盤
応募 締切日

広
間

８月 １日

（定員越えの場合、抽選）
応募 締切日

８月 2４日

元気なうちに備えておきたい心構え

講師 ： ㈱ベネッセスタイルケア
北村 芳浩

広
間

和

（スマホ貸出します）
（講座内容 ： アンドロイド+ＬＩＮＥ）

（定員越えの場合、抽選）

15:00～15:40
椅子ストレッチ

8

9

10:00～11:30
リラックスヨガ
(会費制)

10:00～11:30
硯の会 Ａ
(有料)

13:30～14:10
頭とからだの椅子
14:30～15:10
椅子太極拳

15
10:00～11:30
筆の会 Ｂ
(有料)

3

15:15～16:00
椅子deヨガ
ラミーキューブ
9:30～11:30

10

9:15～10:15
ヨーガ (会費制)

田園書道 13:00

11

祝日

5

12

13

14

9:15～10:15

9:15～10:15

交通安全集会
マッサージ

男達の太極拳(会費) 養生太極拳(会費)

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

13:30～14:30
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ(有料)

14:30～15:10
椅子deヨガ

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:45～15:25
エルダー体操

16
9:30～10:10
エルダー体操
10:40～11:20
介護予防体操

14:30～15:10
椅子deヨガ

23

10:00～11:30
俳句を楽しむ会

10:00～11:30
硯の会 Ｂ
(有料)

ラミーキューブ
13:00～15:00

19

9:30～10:30
メンズどりこ

10:00～10:40
介護予防体操

9:30～10:10
椅子ストレッチ

9:30～10:10
椅子太極拳

11:00～12:00

11:00～11:40

10:45～11:45
姿勢改良 (有料)

ゆっくりガッチリ(会費)

ロコモン体操(有料) 頭とからだの椅子

15:15～16:15
（東洋 予備）
ラミーキューブ
9:30～11:30

24

9:15～10:15
ヨーガ (会費制)

14:00～15:00
虹 トレ
(有料)

25
10:00～10:40
介護予防体操

14:30～15:10
椅子太極拳

14:30～15:10
椅子deヨガ

15:15～16:15
東洋医学(予備)

14:00～15:30
虹 サロン
(無料)

セブン
13:00～15:00

31

【特別講座】
10:00～11:30

ＭＹ講座

「介護について
のお話」

13:30～14:10
頭とからだの椅子

13:30～14:10
ロコトレ

14:00～15:00 Ａ
健幸体操 (有料)

14:30～15:10
椅子太極拳

14:30～15:10
椅子deヨガ

15:15～16:00
椅子deヨガ

20

10:30～11:45

21

13:00～16:00
★一般利用★

26

27

28

9:15～10:15

9:15～10:15

【特別講座】
13:30～15:30
スマホ教室
マッサージ

男達の太極拳(会費) 養生太極拳(会費)

13:30～14:30
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ(有料)

10:30～16:00
シニアと
地域子供たちの
お楽しみ会

14:45～15:25
エルダー体操

(詳細は館内掲示)

マッサージ

ラミーキューブ
13:00～15:00

地

図

和

（定員超えの場合、抽選）

休
館
日

休
館
日

10:45～11:45 Ｂ
11:00～11:40
10:45～11:45
シニア朗読 (有料） 頭とからだの椅子 でんえん朗読(会費)

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

10:00～11:10

13:00～16:00
★一般利用★

18

13:30～14:10
ロコトレ

【特別講座】

11:00～12:00
ロコモン体操(有料)

17

13:30～14:10
頭とからだの椅子

30

10:30～11:45

7

13:00～16:00
★一般利用★

14:00～16:00

13:30～14:10
ロコトレ

セブン
13:00～15:00

6

日

休
館
日

10:45～11:45
でんえん朗読(会費)

22

29

4

10:45～11:45 Ａ
シニア朗読 (有料）

13:30～14:10
13:30～14:45
14:00～15:00 Ａ
頭とからだの椅子 ゆっくりガッチリ(会費) 健幸体操 (有料)

（お楽しみ）
後日お知らせ
広
間

2

田園書道 13:00

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

和

のプログラム

プログラムは予告なく時刻、日程の変更があります ご了解下さい。
印は、空席があり 参加が可能な講座ですが、事前に確認をお願い致します。
各講座は全て予約が必要になります。参加を希望される場合はご連絡ください。

休
館
日

８月 ４日（木） 楽しい 東洋医学
15:15～16:15 講師 ： 尾上 史晃
応募 締切日 ７/29

健康や介護・医療、生活のことなど高齢者に関するご相談であれば、なんでもご相談く
ださい。少しでもお悩みが解決するように、地域包括支援センターの相談員がシニアス
テーションへ出張します。どうぞ、お気軽にご参加下さい♪

令和４年 ８月２２日（月）１０：３０～１２：００ ※予約制
① １０：３０～１１：１５
② １１：１５～１２：００
〈会場〉 シニアステーション田園調布

８月１８日（木） 虹 トレ
定員 15名
14：00～15：00 講師 ： 栗山 和之
応募 締切日 ８/１２

のみ 虹サロン と 虹トレ の
順序が 変更 されました

８月２５日（木）

「虹 サロン」

１４：００～１5：3０

〈日時〉

定員 15名
（予備日 1７日）

定員

15名

「野菜のカット」 講座
（定員超えの場合、抽選）

講師 ： 新保 照代
フードサイエンティスト

日本カービング協会理事

学校栄養教諭として田園調布小学校、中学校でも指導

★ 会場までお越しいただくのが難しい方には、ご自宅への訪問などもお受けしております

当日参加者は、ご自分の包丁を持参ください。
応募 締切日

８/1８

【ご予約・お問合せ】 地域包括支援センター田園調布

☎０３－３７２１－１５７２ FAX０３－５７５５－５７０７

さぁ 夏本番！

熱中症

📖熱中症対策のポイント☆
１.「気温や湿度を」計って知ろう
気温・湿度計、熱中症計などを活用し、今いる環境の危険度を知りましょう。
２.「室内を」涼しくしよう

冷房や・扇風機などを適度に利用し、涼しく風通しの良い環境で過ごしましょう。
３.「水分を」計画的にとろう
高齢者の方は体内水分量の減少により脱水状態になりやすく、
さらに体が脱水を察知しにくいため、水分補給が遅れがちです。のどが渇く前に、定期的な水分補給をしましょう。
•４.「お風呂や寝るときも」注意しよう
•入浴時や就寝中にも体の水分は失われていき、気づかぬうちに熱中症にかかることがあります。入浴前後に十分な水分
補給をしたり、寝るときは枕元に飲料を置いたりしておくとよいでしょう。
５.「お出かけは」体に十分配慮しよう
外出時は、体への負荷が高まることに加え、汗で水分が失われたり、日差しや熱の影響を受けやすくなったりします。

服装を工夫する他、水分や休憩を十分とって体を守りましょう。
６.「周りの人が」気にかけよう

周りの人が体調をこまめに気にかけ、予防対策を促してあげましょう。

つぶやき

「落とし穴」

橘 紀衣（たちばな きえ）

昔はいたずら好きな子供たちが落とし穴を掘って友達を驚かせたものですが、今年は突然道
路が陥没する事故が頻発していますね。 専門家の説明によるとこの異例の猛暑の結果だと
か・・・ 道路を走っていた車のタイヤが突然外れてタイヤだけが猛スピードで飛んできた
り、予測ができないという意味では昔とは比較にならない多種のおとし穴が出現しています。
想定外という意味で我が家ではこんな落とし穴を経験しました。
ある日、夜中にトイレに行った夫が突然立てなくなり、私が気付いたときには床に倒れ込ん
でいました。 意識はあり、言葉もしっかりしているので、一刻を争うという感じでなかっ
たので、とりあえず娘の力を借りてトイレから引っ張り出して寝かせました。 翌朝病院で
の診察の結果は「ナトリウム不足による身体機能低下」という診断でした。 日頃から血圧
が高いため降圧剤と足のむくみを抑える薬を飲んでいて、塩分は控えるようにと言われてい
ました。 私は根がズボラなので、塩分制限は緩やかに、ただ調理は気をつけて薄味にして
いました。 ナトリウム不足ということはお塩が足りてなかったということ？まさに私に
とっては落とし穴にドスンと落とされた気分でした。幸い2週間ほどの入院で点滴を受けてナ
トリウム不足は解決しましたが、ドクターのお話では薬の副作用に加えて食事の取り方が充
分でなく、塩分不足というよりも栄養が足りてなかったようです。医学の進歩はめざましい
ものがあります。 人生100年とはいいますがこんな相反するリスクが生じることもしっかり
踏まえて、落とし穴に落ちないように常に気をつけなくてはいけないのですね。今年の夏の
過ごしかたは「熱中症にかからないように冷房を必ずつけて、しっかり節電しましょう！」
こんな相反することにどう対応しましょうか？
以上

