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初歩的な書（楷書・行書・かな）の技法を学
びます。筆ペンを使った文字の練習も行いま
す。
教本：1,848 円（漢字・かな）
手軽に楽しめるボールペン画の基礎技術を学
び、濃淡や質感を表現して写真のような絵を
描きます。
教材費：500 円/年

やさしい書道

第１･３木曜日
10：30～11：30

22 人

はじめての
ボールペン画

第１水曜日
10：00～12：00

22 人

俳句入門 A・B

第３火曜日
A13：00～14：00 20 人
B14：30～15：30

初歩から楽しめる俳句の講座です。A・B 各
10 名 は同じ内容です。
（A・B の選択はでき
ません。
）
教材費：700 円/月

リサイクル
工作・切り絵

第２木曜日
10：00～12：00

20 人

牛乳パックを使用した工作や季節・干支の切
り絵を作ります。
材料費：500 円程度/月

22 人

理学療法士による転倒予防を目的とした体操
です。バランス能力の向上をはかり、効果を
測定します。

22 人

簡単にできるストレッチと筋力トレーニング
を行い、楽しく体を動かします。

20 人

季節に合ったヨガで、体をほぐし心を整えま
す。

健康体操
リズム体操
ベジタスヨガ

第２火曜日
13：30～14：30
第３火曜日
13：30～15：00
第４火曜日
13：30～15：00

楽しい
フラダンス

第 1 土曜日
13：30～15：00

22 人

フラダンスのステップやハンド･モーション
を基礎から学び、音楽に合わせて楽しく踊り
ます。
教材費：500 円程度/年

Let's enjoy
English

第１･３月曜日
13:30～15:30

22 人

身近な英語でネイティブスピーキングを楽し
く学びます。
教材費：500 円/半年

ゆっくり筋トレ
A

第１木曜日
13:30～15:00

22 人

高齢期の筋力アップと体幹強化をめざす運動
です。

ゆっくり筋トレ
B

第３木曜日
13:30～15:00

22 人

高齢期の筋力アップと体幹強化をめざす運動
です。

音楽で元気

第２木曜日
13:30～15:00

22 人

思い出の中に眠っている歌や曲を、自分の身
体やいろいろな楽器を使って楽しみます。

音楽で
リフレッシュ

第４水曜日
10:30～12:00

22 人

季節の歌・懐かしい歌で回想を交えて音楽を
楽しみ、リズムに合わせて軽く体を動かしま
す。

◆おひとりにつき２講座（一年講座・半年講座それぞれひとつずつ） ま
での申し込みを受け付けます。
◆定員超過の申込みがあった場合は、３年度「趣味の講座」未受講者を優
先して抽選を行います。
◆定員に満たない講座は３月１日（火）から先着順に申込みを受付けます。

単発の講座のご案内（令和３年 12 月から令和４年 1 月に実施予定）
コグニサイズ
たの

楽チャレ

植屋節子 先生

講座

懐メロ健康体操
横川珠姫 先生

みんなとクリスマス
神谷佳代子 先生

健康講話

「認知症予防のお話」

12 月 21 日（火）
10：30～12：00
12 月 23 日（木）
13：30～15：00
12 月 25 日（土）
13：30～15：00

1 月 19 日（水）
13：30～14：30

浅井富成 医師（内科医）

利用中止しています！
(同好会の部屋貸しも中止)

運動と脳トレを組み合わせ、脳を
活性化します！
持ち物：水分補給用の飲み物
懐かしい音楽に合わせて運動しま
す！
持ち物：水分補給用の飲み物
懐かしい音楽に合わせて運動しま
す！
持ち物：水分補給用の飲み物
健康相談でおなじみ、浅井医院の
浅井先生に認知症予防についてお
話しいただきます！

新型コロナウイルス感染症の
感染予防のお願い！
◆マスクの常時着用、手指の消毒、受付
での検温をお願いします。（ワクチンを
接種された方であってもマスクの着用
は必須です。）
◆体温が 37.5℃以上または風邪のよう
な症状のある方は入館をお断りします。
◆館内では人と人との距離を空け、会話
は控えめにしてください。
◆水分補給用の飲料をお持ちください。
その他の飲食は禁止です。
◆定期的な換気にご協力ください。

① 1 月 11 日（火）13：30～14：30（整形外科医師）
★定員：5 名程度（当日窓口申し込み、事前予約も受け付け）
★希望者２名にフレイルチェック（心身健康チェック）を実施（要予約）
★1 月は 1 回のみの開催です。

たの

➊ 楽チャレ講座
➊-１

エアロビっくり運動 緩やかな有酸素運動を行います！

・開催日時：1 月 27 日（木）10：30～12：00
<講師> 村山 真澄 先生 <定員> 22 名 <持ち物> 水分補給用の飲み物
➊-２

懐メロ健康体操 懐かしい音楽に合わせて運動します！

・開催日時：1 月 27 日（木）13：30～15：00
<講師> 横川 珠姫 先生 <定員> 22 名 <持ち物> 水分補給用の飲み物

➋ 「新春初笑い寄席」
・開催日時：1 月 22 日（土）10：30～11：30
<講師> 経大亭勝笑一座（けいだいていしょうしょういちざ）<定員> 2０名

☆☆守山福祉会館の利用案内☆☆
【所 在 地】 〒４６３－００１１
名古屋市守山区小幡一丁目３－１５（守山区役所東隣）
名鉄瀬戸線『小幡』駅から北へ約３００ｍ
【電
話】７９３－６３３０ 【FAX】７９２－６０９４
【開館時間】月曜日～土曜日 8 時 45 分～17 時 00 分
【休 館 日】日曜日・祝日・年末年始
【利用対象】名古屋市内に在住の６０歳以上の方
【利 用 料】無料。講座などの材料費・教材費のみ必要です。
【利用手続】
「利用証」が必要です。お持ちでない方は、お住まいの区の福祉会館にて、免許証・敬老手帳・
健康保険証など、住所・氏名・年齢が確認できるものを提示のうえ「利用証」の交付を受け
て下さい。市内の全福祉会館が利用できます。
★☆守山福祉会館は指定管理者として守山区社会福祉協議会が運営しています★☆

守山福祉会館ウエブサイト

