
月のプログラム
月 火 水 木 金 土

サリーちゃんの
手遊び(定員10名）
13：30～15：30

家族会
13：30～14：30

囲碁・将棋
13：00～16：30

ボッチャ体験会
13：30～15：00

歌声喫茶
13：30～14：30

卓球でポン！
（予約制12名）
15：00～16：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

カムカム体操
13：30～14：30

チェアヨガ
15：00～16：00

スマホ教室
（定員10名）
10：00～11：30

太極拳
10：00～11：00

10 11

社交ペア体操
11：00～11：45

社交リズム体操
10：00～10：45

3 4

健康寿命（B）
13：30～14：30

キラキラ
エクササイズ
13：00～14：00

健康体操
15：00～16：00

囲碁・将棋
13：00～16：30

20

テレビゲーム
体験会

15：00～16：00

フラダンス教室
15：00～16：00

鈴木さんの
大人の紙芝居
14：50～15：20

卓球でポン！
（予約制12名）
15：00～16：00

健康寿命（A）
13：30～14：30

イルカ整骨院
13：30～14：30

音楽に合わせて
健康体操

13：30～14：30

ズンバGOLD
13：30～14：30

囲碁・将棋
13：00～16：30

蒲西シニア
いきいき体操
10：00～11：30

骨元気体操
10：15～11：15

太極拳
10：00～11：00

18 19

25 26 27 28

チェアヨガ
15：00～16：00

わなげ体験会
15：00～16：00

フラダンス教室
15：00～16：00

卓球でポン！
（予約制12名）
15：00～16：00

健康寿命（A）
13：30～14：30

イルカ整骨院
13：30～14：30

ボッチャ体験会
13：30～15：30

ズンバGOLD
13：30～14：30

カムカム体操
13：30～14：30

囲碁・将棋
13：00～16：30

8

1
10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

大人のぬり絵
(定員15名)

13：30～14：30

29/30

囲碁・将棋
13：00～16：30 健康寿命（B）

13：30～14：30

キラキラ
エクササイズ
13：00～14：00

みんなで歌おー！
カラオケ

ステーション
14：00～15：00 福寿奏

音楽を楽しむ会
14：00～15：15

俺のあて
13：30～16：30

カムカム体操
13：30～14：30

健康体操
15：00～16：00

チョコとだけ
体操

15：15～15：45

社交リズム体操
10：00～10：45

太極拳
10：00～11：00

リズム＆
ストレッチ

10：00～11：00

蒲西シニアクラブ
輪投げの会

10：00～11：30

ココア体操
10：30～11：30

24

リズム＆
ストレッチ

10：00～11：00

蒲西シニアクラブ
輪投げの会

10：00～11：30

ココア体操
10：30～11：30

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

12 13 14 15

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

フラミンゴ
11：00～12：00

21 22

5 6 7

囲碁・将棋
13：00～16：30

カムカム体操
13：30～14：30

囲碁・将棋
13：00～16：30

みんなで脳トレ
（定員15名）
14：00～15：00

動画でハード
フィットネス
14：00～14：30

骨元気体操
10：15～11：15

蒲西シニアクラブ
手芸教室

10：00～11：30

フラミンゴ
11：00～12：00

こころも体も
元気体操

15：00～16：00

太極拳
10：00～11：00

10歳若返る
ヒップホップ
10：30～11：30

社交リズム体操
10：00～10：45

社交ペア体操
11：00～11：45

17

昭和の日

お休み

シニアステーション新蒲田

営業時間9：00～17：00

○「サリーちゃんの手遊び」「スマホ教室・相談会」「歌声喫茶」は、３/２２（水）より 受け付けをいたします。

「卓球でポン！」は、各回１週間前（4/1，4/7、4/15）より受付いたします。 （お電話でのご予約は、お受けいたしません）

○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。

満員のプログラムです。

予約制のプログラムです。

先着順のプログラムです。

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。

※4月より曜日と時間の変更のある講座がございます。

※シニアステーションご利用の方は上履き、外履きを

入れる袋、飲み物、汗拭きタオルをご持参のうえ、

上履きに履き替をお願いします。

※定員数の書いていない講座は定員30名です。

「ラジオ体操」

月～金

9：15～9：30

（無料）

何かプログラムについて、ご不明な

点などございましたら、ご相談ください。



令和５年 ４月号

（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）

包括支援センター新蒲田

ホームページはこちら

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。

「サリーちゃんの手遊び」予約制10名
14日（金） 13：30～15：30（講座料３００円）

「おり紙で箱作り」です。

「スマホ教室」予約制10名（無料）
10日（月）10：00～11：30

「スマホの基礎とLINE」です。

「健康寿命トレーニングAコース・Bコース」

（A：第1.3火曜日）（ B：第2.4火曜日）重複参加はできません。

13：30～14：30（講座料３００円）

鍼灸院の先生が東洋医学の観点からの健康法を取り入れ、

脳トレや漢方などのお話も交えて、楽しく体を動かします。

（AコースBコースとも内容は同じです）

「キラキラエクササイズ」（姿勢改良トレーニング）

第2・4水曜日13：30～14：30（講座料３００円）

その方がキラキラ輝く様にと願いを込めて、元劇団四季・舞台

俳優の先生が実践してきた体操で、姿勢・体幹・腹式呼吸・

発声のトレーニングを行います。嚥下機能の向上になります。

「太極拳」 毎週火曜日10：00～11：00（講座料３００円）

基本から行い、脚筋力、バランス能力、全身持久力の向上の

ほかにも、リラクゼーション効果が期待できます。

「カムカム体操」 毎週月曜日13：30～14：30（講座料３００円）

初心者向けの体操。映像（ZOOMを使用）を見ながら体操

をします。ストレッチから筋力アップの体操をします。

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

※その他、詳細は「講座お申し込み方法・

講座の紹介」をご覧ください。

「ペアでリズム体操～初めての社交ダンス」

第１第３月曜日11：00～11：45（講座料300円）

社交ダンスをやってみたい方を対象にペアを組んで

社交ダンスを分かりやすく教えてくれる講座です。

６日「手芸教室」先着順
「畳みの縁で作るがま口」です。

（材料費を頂きます）

令和5年度は毎週木曜日、10：00～11：30
「蒲西シニアクラブ」シリーズが開催されます。
シニアクラブ会員の方は材料費のみを頂きます。
一般の方は、講座料（３００円）と材料費（手芸
教室）を頂きます。

１３日・２７日「輪投げの会」先着順

２０日「いきいき体操」先着順

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。

「ゴスペルコンサート」

大田区で活動をされている

ゴスペルグループ

「プレシャスプレイズ」の

コンサートが開催されました。

元気な歌声がフロアに響き

わたりました。参加者皆さんは、大きな声で歌え

ませんでしたが、手拍子で盛り上がっていました。

3/30開催の「さくらコンサート」について

ヴァイオリンとギターのコンサートは今回で３回目

の開催を迎えました。

このコンサートは区内の老人ホームや高齢者施設

に向けオンライン配信を行っています。コロナ禍

での高齢者施設はボランティアの受け入れが

難しく、余暇活動が少なくなっています。

このコンサートを通じて、

音楽の楽しさや季節感を

味わっていただけたらと

思っています。

開催

（バイオリンとギターのコンサート）

「金管楽器演奏会」

金管楽器だけのアンサンブル

「クレフ・ブラス・クワイア」

の演奏会が開催されました。

金管楽器といえば、勇ましい

イメージですが、演奏を

聴くとやさしい音色でした。

1つ１つ楽器の説明もあり、馴染みのある曲の演奏も

あり楽しいひと時でした。


