
１０月１４日（木）
１４:００～

《前津福祉会館》 名古屋市中区大須四丁目１５－１５
（地下鉄「上前津駅」①番出口を出て後方、万松寺東の信号を左折、東へ約１３０ｍ、前津中学校南）

電話（０５２）２６２－１８６９　FAX（０５２）２４２－５７６１　　E-Mail：maedu-fukushi@eos.ocn.ne.jp

毎月２０日発行

福祉会館は、名古屋市内にお住まいの60歳以上の方がいきいきとしたシニアライフを楽しむための施設です。
ご利用される前に、身分証明書をご持参のうえお住いの区の福祉会館で福祉会館利用証を作成してください。
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申
込
み

詩吟・はじめての囲碁・シニア合唱・発声から学んで歌おう・民謡・基本茶道・盆踊り

１０月１６日（土）
１０:００～１２:００頃

場所：集会室

なつかし上映会

深作欣二監督「里見八犬伝」 （136分）
出演：薬師丸ひろ子/真田広之/千葉真一他
(申込み）１０月２日（土）8：45～電話にて先着２５名

１０月１６日（土）
１３：３０～１５：３０頃

場所：集会室

なつかし上映会

　山田洋次監督「おとうと」（１２６分）
出演：吉永小百合/笑福亭鶴瓶/他
(申込み）１０月２日（土）8：45～電話にて先着２５名

その他 同好会・きてみて講座（音楽系等の単発講座）・囲碁・将棋・ビリヤードみんなでピンポン・入浴事業

参
加

自
由 健康相談　　※定員１０名（先着順】

場所：健康相談室
１４日：耳鼻科

開館後も当面の間中止している事業

定期講座

お知らせ

新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴い、緊急事態宣言もしくは
まん延防止等重点措置解除の日まで、閉館いたします。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。
※前期定期講座受講者・前期認知症予防事業参加者・単発講座申込者には、９月終了案内を郵送しています。

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響のため、開催日時・内容等が変更になる場合があります。
閉館時期によっては、予定していた「単発講座」や「きてみて体操」の申込み受付を中止します。

前津５０ （前津福祉会館５０周年記念行事）

令和３年度後期 定期講座追加募集
９月２１日（火） ８:４５～ 利用証をご持参の上、窓口にて受付（先着順）

対象講座（音楽でリフレッシュ・絵手紙・英会話・折り紙・奏筆A・奏筆B・転倒防止と脳トレ体操）

※対象講座から１講座のみ申込み可。（令和３年度後期定期講座募集で当選された方と１０月

から２講座受講予定の方は申込み不可）

※定員に達しましたら受付終了します。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

※後期定期講座受講者・後期認知症予防事業参加者には、当選案内を郵送しています。



イス
使用 申込開始日 申込開始日

２日 （木） イス ８月１９日（木）
イス

７日 （木） イス ９月２２日（水）
イス

１４日 （木） イス ９月３０日（木）

４日 （木） イス １０月２１日（木）
イス

１８日 （木） １１月４日（木）
２日 （木） イス １１月１８日（木）
９日 （木） イス １１月２５日（木）
１１日 （土） イス １１月２７日（土）
１６日 （木） １２月２日（木）
６日 （木） イス １２月２３日（木）
８日 （土） イス １２月２５日（土）
１３日 （木） １２月２８日（火）
２０日 （木） イス １月６日（木）
３日 （木） イス １月２０日（木）
１２日 （土） イス １月２９日（土）
１７日 （木） イス ２月３日（木）
３日 （木） イス ２月１７日（木）
１０日 （木） イス ２月２４日（木）
１２日 （土） イス ２月２６日（土）
１７日 （木） イス ３月３日（木）
３１日 （木） イス ３月１７日（木）

１２月９日
（木）楽楽体操 横川　珠姫

３０日（木）
14：00～15：30

（第５木）

９月１６日
（木）

10
月

２１日 （木）
※８月１９日開催分の振替のため申込み不可

10
月

12
月

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

12
月

２３日（木）
14：00～15：30

さわやかヨガ 阪井　光子

２９日（月）
14：00～15：30
(曜日変更）

さわやかヨガ 阪井　光子

やさしい健康体操 いづみニコニコ体操会

やさしい健康体操 いづみニコニコ体操会

１１日 （土）
※８月１２日開催分の振替のため申込み不可

１６日 （木）

3
月

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

3
月

２４日（木）
14：00～15：30

３月１０日
（木）

かろやか体操 丸山　治美
楽楽体操 横川　珠姫

2
月

かろやか体操 丸山　治美
2
月

２４日（木）
14：00～15：30

２月１０日
（水）

楽楽体操 横川　珠姫
元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

２７日（木）
14：00～15：30

１月１３日
（木）

のびのび体操 (株)ACE
さわやかヨガ 阪井　光子
のびのび体操 (株)ACE

1
月

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

1
月

11
月

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

11
月

やさしい健康体操 いづみニコニコ体操会

１１月１５日
（月）

楽楽体操 横川　珠姫

やさしい健康体操 いづみニコニコ体操会

さわやかヨガ 阪井　光子

２８日（木）
14：00～15：30

１０月１４日
（木）

のびのび体操

さわやかヨガ 阪井　光子

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

元気体操（手ぬぐい持参） (株)あい愛マインド

のびのび体操 (株)ACE

※８月１９日開催分の振替のため申込み不可

１３日 （土）
※８月１４日開催分の振替のため申込み不可

９日 (土）
※８月１２日開催分の振替のため申込み不可

(株)ACE

９
月

９
月

　　令和３年度きてみて体操講座
　　電話申込みのみ：先着２５名/各日８：４５～受付

きてみて体操　　14：00～15：30 きてみてヨガ体操
講師（敬称略）：榊原　浩文

開催日
（原則第1・2・3・5木曜） 体操名 講師(敬称略） 開催日時

（原則第４木曜）

閉館中のため中止
※申込みされている方には電話連絡させていただきます。

内 容：認知症予防に関する知識や手法を学び、地域に広めていただく方の養成講座です。
対 象：市内在住の６０歳以上の方 定員：５名
期 間：令和３年１１月１０日（水）～ ５回 ＋ ３回外部研修（日程未定）計８回
費 用：無料（一部交通費自己負担あり）
申込み：９月１１日（土）～１０月２０日（水） 先着５名

※窓口にて受付（閉館中は電話で受け付け、開館後申込用紙を記入していただきます）

※新型コロナウイルス感染症の影響のため、開催日時等が変更になる場合があります。

認知症予防リーダー主催 「いこまえづサロン」
～手芸・音楽・回想法などをおこないます～

己書（おのれしょ）サロン １０月４日（月） 13：30～14：30
申込み：９月２２日（水） ８：４５～電話にて先着１５名

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、当面の間、お茶・お菓子の提供を中止いたします。



募集講座名 募集人数 講師 開催日時

音楽でリフレッシュ 7名 渡辺　ゆかり 第２・４（火）11：30～13：00

絵手紙 ５名 中原　円 第１・３（火）11：30～13：30

英会話 ６名 竹川　理砂 第１・３（水）11：30～13：30

折り紙 ２名 竹内　ケイ 第４（木）9：30～11：00

奏筆教室A（経験者対象） １６名 馬淵　将樹 第２（火）14：00～15：30

奏筆教室B（初心者対象） ８名 馬淵　将樹 第４（火）14：00～15：30

転倒防止と脳トレ体操 7名 小出　光彦 第１・３（金）11：30～13：00

令和３年度後期

定期講座追加申込み

申込み開始日：９月２１日(火)

８:４５～窓口にて受付(先着順）
下記の講座から1つお申込みください。
（令和３年度後期定期講座募集で当選された方と１０月から２講座

受講予定の方は 申込み不可）

必ず利用証をご持参ください。

定員に達しましたら受付終了します。

前津福祉会館 お問い合わせ電話番号 262-1869

福祉会館へ来館される方へのお願い

①来館前にご自宅で検温し、３７．５℃以上の発熱がある場合や

風邪のような症状がある場合は来館しないでください。

②館内では必ずマスクを着用して、手指消毒をお願いします。

③早朝からの来館はご遠慮ください。

号外
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