
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

第一回 健康長寿の秘訣 ～ながーく元気でいるために～

・健康状態を知るために、健康診断について学ぶ （第二回は、8月実施）

講師：明治安田生命選任講師 監修： 医師 高橋公一

日 時 ７月２９日(金) 10:00～11:10 人 員 15名 （定員越えの場合、抽選）

応募 締切日 ７月 23日

７月 ７日（木）楽しい 東洋医学 定員 1４名

15:15～16:15 講師 ： 尾上 史晃 （予備日13日）

応募 締切日 ７/２

７月２８日（木） 虹 トレ 定員 15名

14：00～15：30 講師 ： 栗山 和之

応募 締切日 ７/１５

７月１４日（木） 虹 ホビー 定員 15名

14:00～15:30 講師 ： シニア職員

内容 ： 切り絵 「暑中見舞い 暑気払い」コース

応募 締切日 ７/１４

７月２１日（木） 「虹 サロン」 黒田先生の 「発声滑舌」 講座
ヴォイス＆スマイル の黒田先生が、ひさびさに登壇されます。

マスク美人は 「声」で、きまる !!
① １４：００～１４：４０ 講師 ： 黒田 育美
② １５：１０～１５：５０ 各 定員 15名
応募 締切日 ７/1５

当施設迄の地図



金 土 日

1 2 3

9:30～10:10
椅子ストレッチ

9:30～10:10
椅子太極拳

10:45～11:45
姿勢改良 (有料)

10:30～11:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:30～15:10
椅子太極拳

和 火 水 木 マッサージ

5 6 7 8 9 10

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

9:15～10:15
男達の太極拳(会費)

9:15～10:15
養生太極拳(会費)

10:40～11:20
介護予防体操

　 11:00～12:00
 ロコモン体操(有料)

11:00～11:40
頭とからだの椅子

10:45～11:45
でんえん朗読(会費)

11:00～11:40
ロコトレ

15:00～15:40
椅子ストレッチ

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:45～15:25
エルダー体操

和
ラミーキューブ
　　9:30～11:30

ラミーキューブ
　　13:00～15:00

12 13 14 15 16 17

　　9:15～10:15
　ヨーガ (会費制)

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

10:45～11:45 Ａ
シニア朗読 (有料）

11:00～11:40
頭とからだの椅子

10:45～11:45
姿勢改良 (有料)

10:30～11:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:30～15:10
椅子deヨガ

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:30～15:10
椅子太極拳

和
セブン

　　13:00～15:00
マッサージ

19 20 21 22 23 24

9:30～10:30
メンズどりこ

10:00～10:40
介護予防体操

9:15～10:15
男達の太極拳(会費)

9:15～10:15
養生太極拳(会費)

　 11:00～12:00
 ロコモン体操(有料)

11:00～11:40
頭とからだの椅子

10:45～11:45
でんえん朗読(会費)

11:00～11:40
ロコトレ

15:00～15:40
椅子ストレッチ

15:15～16:15
楽しい東洋医学

14:45～15:25
エルダー体操

和
ラミーキューブ
　　9:30～11:30

マッサージ
ラミーキューブ

　　13:00～15:00

26 27 28 29 30 31

　　9:15～10:15
　ヨーガ (会費制)

10:00～10:40
介護予防体操

9:30～10:10
椅子太極拳

10:45～11:45 Ｂ
シニア朗読 (有料）

11:00～11:40
頭とからだの椅子

11:00～11:40
ロコトレ

14:30～15:10
椅子deヨガ

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:30～15:10
椅子太極拳

和
セブン

　13:00～15:00

　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。

シニアステーション田園調布　　　のプログラム

休
館
日

13:30～14:10
エルダー体操 13:00～16:00

★一般利用★

月

4

広
間

10:00～11:30
筆の会　Ａ
(有料)

休
館
日

13:30～14:10
頭とからだの椅子

13:30～14:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:00～15:00　Ａ
健幸体操 (有料)

13:30～14:30
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ(有料) 13:00～16:00

★一般利用★
14:45～15:45

姿勢改良 (有料)

田園書道 13:00

11

広
間

10:00～11:30
リラックスヨガ

(会費制)

休
館
日

13:30～14:10
頭とからだの椅子

13:30～14:10
ロコトレ

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

13:30～14:10
エルダー体操 13:00～16:00

★一般利用★
14:30～15:10
椅子太極拳

10:00～11:30
硯の会　Ａ
(有料)

18

広
間

祝日 10:00～11:30
俳句を楽しむ会

休
館
日

13:30～14:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:00～15:00　Ａ
健幸体操 (有料)

13:30～14:30
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ(有料) 13:00～16:00

★一般利用★

広
間

10:00～11:30
筆の会　Ｂ
(有料)

10:00～11:30
硯の会　Ｂ
(有料)

【特別講座】
10:00～11:10
ＭＹ講座

休
館
日

13:30～14:10
頭とからだの椅子

13:30～14:10
ロコトレ

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

13:30～14:10
エルダー体操 13:00～16:00

★一般利用★
14:45～15:45

姿勢改良 (有料)

田園書道 13:00

25

14:00～15:15
虹 トレ
(有料)

14:00～15:50
虹 サロン

(無料)

15:15～16:15
楽しい

東洋医学(有料)

14:00～15:30
虹ホビー
(有料)


