
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

お一人様30分単位のご相談ができます♪

日時２月７日・14日・21日・28日（火）

☆予約制、シニアステーション田園調布

お問い合わせ下さい。13：30～16：00

（先着順で、ご連絡時に相談時間決定）

不足している栄養素を知る」
バランスの良い食事の組み合わせで家族も

健康に! いつまでも若々しく !!

講師：明治安田生命選任講師

日時２月 2１日（火） 10：00～ 11：10

定員 15名（抽選） 応募締切日 ２月15日

２月 1６日（木） 虹 サロン 坂本バンド LIVE
出演： 坂本 隆 と ダンディーズ

定員 15名 14：00～15：00 応募 締切日 ２/ ９ (無料）

２月 ９日（木） 虹 ホビー 「ペーパクラフト 干支 を作る」

今年は卯年！！ 元気に飛び跳ねるウサギを用意しました。

講師 ： シニア職員 定員 15名 14：00～15：30

応募 締切日 ２/ ３ （有料）

２月 ２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 1/ 27

２月23日 は 祝日に付き 虹 トレ 休講となります !!

おいしく食事、楽しい会話をするための口の機能維持と誤えん性肺炎を

予防するために、体操指導員と一緒に 軽く身体を動かしましょう。

参加費 無料 定員：15名 （定員を超えた場合抽選となります）

日時 令和 ５年 2月 3日（金） 14：00～15：00

講演 大田区保健所 調布地域健康課

☆ 参加申し込みは 1月 2７日まで ☆



水 木 金 土 日
1 2 3 4 5

9:30～10:30
メンズどりこ

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

　 11:00～12:00
 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)

10:30～11:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

15:15～16:00
椅子deヨガ

火 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

7 8 9 10 11 12

　　9:15～10:15
　 ヨーガ (会費)

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 Ａ
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)

13:30～14:45
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)

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:45～15:25
エルダー体操

和
セブン

13:00～15:00

14 15 16 17 18 19

9:30～10:30
メンズどりこ

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

　 11:00～12:00
 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)

10:30～11:45
ゆっくりガッチリ(会費)

14:00～15:00 Ｂ
健幸体操 (有料)

15:15～16:00
椅子deヨガ

和
ラミーキューブ
9:30～11:30 マッサージ

21 22 23 24 25 26

　　9:15～10:15
　 ヨーガ (会費)

9:15～10:15
男達の太極拳(会費)

9:15～10:15
養生太極拳(会費)

10:45～11:45 Ｂ
シニア朗読 (有料）

10:45～11:45
でんえん朗読(会費)

11:00～11:40
椅子deヨガ

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)

15:15～16:00
椅子deヨガ

14:45～15:25
エルダー体操

和
セブン

13:00～15:00 マッサージ
ラミーキューブ
　13:30～15:30

28

和
スマホ相談会
13:30～16:00

　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。

10:00～11:30
男のクラフト

スマホ相談会
13:30～16:00

スマホ相談会
13:30～16:00

13

13:00～16:00
★一般利用★

10:00～11:10
ＭＹ講座

13:00～14:30
★一般利用★

祝日

広
間

広
間 13:30～14:10

頭とからだの椅子

広
間

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

休
館
日

10:00～11:30
硯の会　Ｂ

(有料)

田園書道 13:00

14:30～15:10
椅子太極拳

10:00～11:30
筆の会　Ｂ

(有料)

10:00～11:30
硯の会　Ａ

(有料)

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

月

10:00～11:30
YouTubeで体操

【特別 講座】
14:00～15:00
口から始める
健康講座

6

10:00～11:30
筆の会　Ａ

(有料)

13:30～14:10
頭とからだの椅子

14:45～15:45
姿勢改良 (有料)

田園書道 13:00

祝日

14:00～15:30
俳句を

楽しむ会

13:30～14:10
頭とからだの椅子

13:30～14:10
頭とからだの椅子

20

27

スマホ相談会
13:30～16:00

10:00～11:30
リラックスヨガ

14:30～15:10
椅子太極拳

14:00～15:30
YouTubeで
演芸鑑賞

休
館
日

14:00～15:00
虹 サロン
(無料)

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

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。

15:15～16:15
楽しい

東洋医学

14:00～15:30
虹ホビー
(有料)


