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12月 22日（木） 虹 サロン １3：30～14：30

クリスマス クラッシック コンサート

出演：大森室内楽愛好会 (弦楽四重奏)

定員 15名 応募 締切日 12/15 (無料）

12月 ８日（木） 虹 ホビー 『ポーセラーツ』 を作る

転写紙を貼って焼き上げるオシャレな小物入れ

講師 ： 守井 準子 定員1３名 14：00～15：30

応募 締切日 12/ 1 （有料） ＋ 材料費（1,000円）

12月 1日（木） 楽しい 東洋医学 定員 15名 15:15～16:15
講師：尾上史晃 （一回のみ講座） （有料） 応募 締切日 11/ 24 

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

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

「東京都高齢者向けスマートフォン普及啓発事業」の一環で、

シニアの方を対象とした「スマホ個別相談会」を実施します。

マンツーマンで丁寧に取り扱いや、分からないことなど

お一人様30分単位でご相談いただけます♪

日時 12月 13日（火） 13：30～ 16：00

☆ 予約制になりますので、予めシニアステーション田園調布へ

お問い合わせ下さい（先着順で、ご連絡時に相談時間が決まります）

笑顔を運ぶ『遺言』のお話
― 人生に一度の相続で困らないために ―

講師：明治安田生命選任講師

日時 12月 23日（金） 15：00～ 16：10

定員 15名（抽選） 応募締切日 12月16日

今月も実施します !!
ママ友ボランティア恩返し

定員15名

YouTubeで 勉強会 !! 体操 !!
映像を見ながらの「脳トレ」の勉強
やストレッチ体操を行います



木 金 土 日
1 2 3 4

10:00～10:40
介護予防体操

9:30～10:10
田園 体操

9:30～10:10
椅子太極拳

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)

和 火 水 マッサージ

6 7 8 9 10 11

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
エルダー体操

13:30～14:45
ゆっくりガッチリ(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)

15:00～15:40
田園 体操

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
　　13:30～15:30

13 14 15 16 17 18

　　9:15～10:15
　 ヨーガ (会費)

10:00～10:40
介護予防体操

9:30～10:10
田園 体操

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)

14:00～15:00Ａ
健幸体操 (有料)

13:00～14:30
★一般利用★

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:30～16:00
ﾏﾏ友ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ恩返し

和 マッサージ

20 21 22 23 24 25

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
エルダー体操

13:30～14:45
ゆっくりガッチリ(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)

15:00～15:40
田園 体操

15:15～16:00
椅子deヨガ

15:00～16:10
ＭＹ講座

和
ラミーキューブ
9:30～11:30 マッサージ

ラミーキューブ
　13:30～15:30

27 28 29～31
　　9:15～10:15
　 ヨーガ (会費)

10:45～11:45 Ｂ
シニア朗読 (有料）

和

　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。

年末休館

14:00～15:00
YouTubeで体操

14:00～15:00
YouTubeで勉強会

14:00～15:00 Ａ
健幸体操 (有料)

広
間

広
間

10:00～11:30
筆の会　Ｂ

(有料)

13:30～14:10
頭とからだの椅子

広
間

14:30～15:10
椅子太極拳

10:00～11:30
男のクラフト

休
館
日

10:00～11:30
硯の会　Ｂ

(有料)

田園書道 13:00

26

13:00～16:00
★一般利用★

シニアステーション田園調布　　　のプログラム

広
間

休
館
日13:00～16:00

★一般利用★

休
館
日13:00～16:00

★一般利用★

月

田園書道 13:00

10:00～11:30
筆の会　Ａ

(有料)

休
館
日

5

14:00～15:00
YouTubeで勉強会

13:30～14:10
頭とからだの椅子

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

10:00～11:30
リラックスヨガ

13:30～14:10
頭とからだの椅子

14:30～15:10
椅子太極拳

13:30～14:10
頭とからだの椅子

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

【特別講座】
13:30～16:00
スマホ相談

19

12

10:00～11:30
硯の会　Ａ

(有料)

10:00～11:30
俳句を

楽しむ会

13:30～14:30
虹 サロン
(無料)

14:00～15:00

虹 トレ

(有料)

14:00～15:30
虹ホビー
(有料)

ｼﾆｱｽﾃｰｼｮﾝ田園調布

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞはこちら

15:15～16:15
楽しい

東洋医学


