
サリーちゃんの
手遊び

（定員5名）
13：30～15：30

歌声ステーション
14:00～14：30

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

ズンバGOLD①
10：00～11：00

大人のぬり絵
（定員10名）
10：00～11：00

フラミンゴの
転倒予防体操
11：00～12：00

姿勢改良
トレーニング
13：00～14：00

イルカ整骨院の
健康寿命体操
13：30～14：15

ズンバGOLD②
13：30～14：30

輪投げ！
（定員20名）
14：00～14：45

6 7 8 9

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

10 11

フラダンス教室
15：00～16：00

鈴木さんの
大人の紙芝居
14：30～15：00

篠笛演奏会
15：00～16：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

俺の筋肉
（定員20名）
14：00～15：00 健康寿命

トレーニング
14：00～15：00

姿勢改良
トレーニング
13：00～14：00

カムカム体操
（オンライン）
13：30～14：15

囲碁・将棋
13：00～16：30

久野先生の
健康体操

15：00～16：00

社交ダンスが
踊れるようになる

リズム体操
10：30～11：30

チェアヨガ
10：00～11：00

リズム＆
ストレッチ

10：00～11：00

ボッチャ体験会
10：00～11：00

ココア体操
10：30～11：30

太極拳
15：00～16：00

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

13 14 15 16 17 18
社交ダンスが

踊れるようになる
リズム体操

10：30～11：30

骨元気体操
10：15～11：15

ズンバGOLD①
10：00～11：00

蒲西シニア
いきいき体操
10：00～11：30

フラミンゴの
転倒予防体操
11：00～12：00

個別スマホ相談会
（定員10名）
13：30～16：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

フラダンス教室
15：00～16：00

太極拳
15：00～16：00

個別スマホ相談会
（定員10名）
13：30～16：00 健康寿命

トレーニング
14：00～15：00

姿勢改良
トレーニング
13：00～14：00

イルカ整骨院の
健康寿命体操
13：30～14：15

ズンバGOLD②
13：30～14：30

囲碁・将棋
13：00～16：30

25

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

音楽に合わせて
健康体操

13：30～14：30

健康寿命
トレーニング
14：00～15：00

姿勢改良
トレーニング
13：00～14：00

福寿奏
音楽を楽しむ会
14：00～15：15

社交ダンスが
踊れるようになる

リズム体操
10：30～11：30

チェアヨガ
10：00～11：00

リズム＆
ストレッチ

10：00～11：00

ココア体操
10：30～11：30

20 21 22 23 24

家族会
（介護の会）
13：30～15：00 健康寿命

トレーニング
14：00～15：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

輪投げ！
（定員20名）
14：00～14：45

囲碁・将棋
13：00～16：30

「プレシャスプレイズ」
ゴスペルコンサート
15：15～16：00

久野先生の
健康体操

15：00～16：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

27 28
社交ダンスが

踊れるようになる
リズム体操

10：30～11：30

骨元気体操
10：15～11：15

※シニアステーションご利用の方は

上履きに履き替をお願いします。

※上履き、外履きを入れる袋、飲み物、

汗拭きタオルをお持ちください。

※更衣室はございません。動きやすい

服装でお越し下さい。

※ご持参下さい。

骨元気体操：フェイスタオル

姿勢改良：ヨガマットかバスタオル

満員のプログラムです。その他

プログラムに参加希望の方は、

ご相談ください。

シニアステーション新蒲田

営業時間9：00～17：00月のプログラム

お休み

建国記念日

お休み

天皇誕生日

有料(300円）のプログラムです。

お釣りのない様ご準備ください。

※ 定員数の書いていない

講座は30名です。

○「サリーちゃんの手遊び」「スマホ相談会」は、

1/23（月）より

〇「ゴスペルコンサート」は、1/27（月）より

お申し込み受け付けをいたします。

○プログラムは予告なく日程、時刻の変更があります。 ご了解下さい。

予約制のプログラムです。

先着順のプログラムです。

シニアステーションで

「ラジオ体操」開催中！

月～金 9：15～9：30

（無料）

どなたでも、ご参加

頂けます。



令和５年 ２月号

ステーション（駅）：停車場。出発地点。誰でも立ち寄れる、たくさんの人と出会えるところ。

（お問い合わせ） 包括支援センター新蒲田

シニアステーション新蒲田

住 所：新蒲田1-18-16カムカム新蒲田３階

電 話：０３－６７１５－９７３１

（蒲田駅西口より徒歩13分）

シニアステーション新蒲田

ホームページはこちら

予定表もこちら

（お願い） ※感染症予防の為、マスクの着用、手指消毒、体温測定等ご協力お願いいたします。

※上履き、飲み物、汗拭きタオルをお持ちください。

また、外履きを入れる袋もご持参願います。

○プログラムは予告なく日程、時刻の変更があります。 ご了解下さい。

「サリーちゃんの手遊び」予約制５名
「フラワーＢＯＸ」作り
10日（金） 13：30～15：30

（５００円）

「スマホ個別相談会」予約制１０名
13日（月）＆18日（土）13：30～16：00

（（無料）お１人３０分です）

「鈴木さんの大人の紙芝居」先着３０名（無料）
２日(木） 14：30～15：00

演者：鈴木直美 氏

蒲田駅西口

富士通

東京実業高

御園中

環状八号線

大田区役所

カムカム新蒲田

「太極拳」先着３０名
９日（木）＆16日（木）15：00～16：00
（２月は第２・３木曜日に実施です。）

（参加費300円・23日はお休みです）

「一日の始まりにラジオ体操はいかかですか！

心も身体もスッキリ爽快です😊」と12月から

「ラジオ体操」がシニアステーションで始まりました。

1ヵ月がたち、参加者も１０名ほどとなりました。

スタンプカードのスタンプもいっぱいになった方も

いらっしゃいます。その方には、???をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

職員も一緒に動画を見ながら毎日「ラジオ体操第１・

第２」を 行っています。たかが「ラジオ体操」と

あまくみていましたが、いえいえ、しっかりと

体も暖かくなり良い運動です。

皆様のご参加をお待ちしており

ます。

👈 「スタンプカード」

スタンプがたまったら

プレゼント差し上げ

ます！（月～金）9：15より

包括支援センター新蒲田からのお知らせ！

ご家族の怪我や体調不良で「ちょっと車いすを

使いたい・・・」。 そんな時は包括支援センターに

ご相談ください。

車いすステーションとして６台の車いすを

“無料”で最大“一か月”お貸しすることができ

ます。 もちろん使い方も優しくレクチャー

させていただきます。

通院やちょっとした旅にもお使いできます。

包括支援センター新蒲田

ホームページはこちら

みんなを

応援しています❕

「篠笛演奏会」先着３０名（無料）
3日（金）15：00～16：00
演奏：重松まゆみ 氏

「『プレシャスプレイズ』

ゴスペルコンサート」

21日（火）15：15～16：00（予約制30名・無料）

グループ名：「プレシャスプレイズ」

2002年7月に発足したゴスペルグループです。

地域のイベントや病院、福祉施設のコンサート

など、幅広く活動していましたが、コロナ禍で

発表の機会はおろか、集まって練習する機会も

なくなりました。今回は、2020年以来初めての

発表となります。音楽の楽しさ、歌の力を、

喜びと感謝を込めてお届けします。

カムカム新蒲田ができる前の大田区民センターで

開催された、芸術フェスティバル、道塚ジョイント

コンサート、かまにしコンサートなどに出演

しました。


