
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

(数に限りがあります。ご了解いただきますようお願いします)

９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 （予備日２１日）

応募 締切日 ８/２５

９月 ８日（木） 虹 カルチャー 定員15名

14：00～15：10 【MY講座】 防災講座 １
講師 ： 明治安田生命 選任講師

監修 ： NPO法人 プラスアーツ

応募 締切日 9/１

９月 １５日（木） 「虹 サロン」 心あたたまる ひびきのとき

クラッシックでゆとりのひと時を!! 定員 15名 応募 締切日 ９/８

１3：3０～１４：３０ 企画・演奏 大森室内楽愛好会 （ピアノ、ヴァイオリン、チェロ）

９月 ２２日（木） 虹 トレ 定員 15名 14:00～15:00 講師 ： 栗山 和之

応募 締切日 ９/１５

日時９月26日（月）①10：30 ②11：15

健康や介護・医療、生活のことなど

なんでもご相談ください

ご予約は、

地域包括支援センター田園調布

☎03-3721-1572

〈会場〉シニアステーション田園調布

【特別講演】

日時９月24日（土）14：00～15：30

・アマチュア落語

・氣圧療法（整体）

・相続相談 等

地元のママ友達が皆さまに恩返し



木 金 土 日
1 2 3 4

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

11:00～11:40
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)

13:30～14:10
エルダー体操

14:30～15:10
椅子太極拳

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
椅子太極拳

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
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
　　13:30～15:30

13 14 15 16 17 18

　　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

11:00～11:40
頭とからだの椅子

10:30～11:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:00～15:00　Ａ
健幸体操 (有料)

13:30～14:10
エルダー体操

13:30～14:30
ｺｸﾞﾆｻｲｽﾞ(有料)

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:30～15:10
椅子太極拳

13:00～16:00
★一般利用★

和
セブン

　　13:00～15:00 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
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
  姿勢改良(有料)

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)

15:00～15:40
椅子deヨガ

15:15～16:15
(楽しい東洋医学)

和
ラミーキューブ
　　9:30～11:30

ﾗﾐｰｷｭｰﾌﾞ・一般利用
　13:30～15:00

27 28 29 30
　　9:15～10:15
　ヨーガ (会費制)

10:00～10:40
介護予防体操

9:15～10:15
男達の太極拳(会費)

10:45～11:45 Ｂ
シニア朗読 (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)

13:30～14:30 Ａ
シニア朗読 (有料）

14:00～15:00　Ａ
健幸体操 (有料)

13:30～14:10
エルダー体操

14:45～15:25
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

　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

 

祝日

広
間

10:00～11:30
リラックスヨガ

(会費制)

10:00～11:30
俳句を楽しむ会

13:30～14:10
ロコトレ

12

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

広
間

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

10:00～11:30
筆の会　Ｂ

(有料)

13:30～14:10
頭とからだの椅子

広
間

祝日

（お楽しみ会）
後日お知らせ

10:00～11:30
硯の会　Ｂ

(有料)

26

19

田園書道 13:00

休
館
日

14:00～15:30
ママ友

ボランティア
落語 他

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★

5
月

田園書道 13:00

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
筆の会　Ａ

(有料)

14:00～15:00
虹 トレ
(有料)

13:30～14:30
虹 サロン

(無料)

14:00～15:10
虹カルチャー

(有料)

15:15～16:15
楽しい

東洋医学(有料)

〇検温・手洗い・手指消毒・マスク着用、三密回避、

換気等のご協力をお願いします。

〇体調のすぐれない時や、 軽い風邪の症状でもご

利用をお控えいただきます様ご協力をお願いします。

熱中症予防にきをつけて、新型コロナウイルス

感染防止対策にご協力をお願いします。


