
 

 

 

 

 

  

〒５５０－００２２ 西区本田３－７－２ 

（地下鉄中央線九条駅4番出口徒歩4分） 
 

 

 

令和３年（20２１年） 

電話 ０６－６５８２－９５５２  
利用時間 午前１０時～正午 

     午後１時３０分～４時 
※マスク着用をしておられない方は入館して頂けません。 

※入口にて検温を実施致します。 37.5 度以上の場合、

入館をお断りすることがあります。  

 

【毎月 20日発行予定】 

音と遊ぼう♪楽しいリトミック 

日 時：１月１４日（木）午後２時～３時 

講 師：三輪 真子先生  

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：１月８日（金）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

ゆったりエアロ 

日 時：１月１２日（火）午後２時～３時 

講 師：澤田 淑子先生   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物・タオル 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：１月５日（火）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 
楽しいレクリエーションとタオル体操 

日 時：１月２０日（水） 

午前１０時３０分～１１時３０分 

講 師：丸岡 節子先生   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物・タオル 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：１月１３日（水）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 

お願い 

お申し込み後キャンセルされる

場合は必ずご連絡頂きますよう

よろしくお願いいたします。 

電話  ６５８２－９５５２ 

すこやかマッサージ＆ダンス 

日 時：１月２７日（水）午後２時～３時 

講 師：藤村 千惠子先生   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：１月１９日（火）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 

  楽しく脳活！ｳｴﾙﾈｽﾀﾞｰﾂ教室 
  ～ﾀﾞｰﾂでかっこいいシニアライフを～ 
 

日 時：１月２９日（金）午後２時～３時 

講 師：日本ウエルネスダーツ協会 

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：１８名（先着順） 

申 込：１月２２日（金）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

おもしろ体操 
～脳トレと自宅でできる楽しい体操～ 

日 時：１月１９日（火）午後２時～３時 

講 師：長谷川 司先生（健康運動指導士）   

持ち物：マスク・水分補給のための飲み物 

定 員：２０名（先着順） 

申 込：１月１２日（火）午前１０時～ 

（電話または来館・受付時間：午前１０時～午後５時） 

 



日 1 2 3

日 4 5 6 7 8 9 10

健康太極拳 絵手紙

俳　画

書　道 俳　句 お　琴

日 11 12 13 14 15 16 17

手　芸

※お花（Ａ）　

※お花（Ｃ）

ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

日 18 19 20 21 22 23 24

健康太極拳

書　道 お花（Ｂ）　

編　物

日 25 26 27 28 29 30 31

編　物 ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

「アート九条」･･･絵画サークル　　　★印の参加は、事前申込みが必要です

午後
ピアノで歌おう

　　　

　

日本画

午後

※ゆったりヨガ

　

絵手紙

午後

アート九条

民踊・新舞踊

和太鼓

午前
日本画

和太鼓

午後

アート九条 詩　吟 お　琴

民踊・新舞踊

俳　画
午前

絵　文

※ゆったりヨガ 太極拳

午前

　　　

絵　文

太極拳

2021年1月予定表
日

午前

曜日 月 火 水 木 金 土

午前

午後

★おもしろ

体操

★楽しい

リトミック

★ウエルネス
ダーツ

★ゆったり
エアロ

休館日

休館日

休館日

休館日

午後２:００～ 午後２:００～

午後２：００～

休館日

休館日 休館日

★タオル体操

午前１０:３０～

★すこやか
マッサージ
＆ダンス

（元日）

（成人の日）

休館日

午後２：００～

※１月１５日（金） お花（Ａ）とお花（C）は合同で行います。

※ゆったりヨガ（２グループに分かれて実施）

１月１２日（火）前半 午前１０時１５分～１１時００分

１月１２日（火）後半 午前１１時１０分～１１時５５分

１月２６日（火）前半 午後１２時００分～１２時４５分

１月２６日（火）後半 午後１２時５５分～１３時４０分

※ピアノで歌おう（２グループに分かれて実施）

１月１４日（月） Ａクラス 午後１１時４５分～１２時３５分

１２月１７日（月）Ｂクラス 午後１２時４５分～１３時３５分

Ａクラス/午前１０時～ Ｂクラス/午前１０時５０分～ Ｃクラス/午前１１時４０分～

午後２:００～

  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、サークル活動・センター主催事業が

中止又は延期となる可能性があります。また臨時休館となる可能性があります。 

 



「 

 

  

こまめな手洗いや正しい手洗いを心がけることで増えるのが『手湿疹』いわゆる手荒れです。 

頻回の手洗いは保湿因子を取り去ってしまいます。『低刺激の消毒液使用』と『手洗い』をうま
く使い分けて手洗い回数を減らす、というのも有効な場合あります。           
（消毒液が刺激になっている場合もありますので注意が必要です）             
使い分けの方法は、                                  
●目で見て手に汚れがついている場合は手洗い 

●ウイルスなど目に見えない汚れに対しては消毒液 

これを基準にご自身のライフスタイルに合わせるとよいでしょう。『グリセリン含有アルコール』は比較的低
刺激と言われていますのでおすすめです。 

※自作の消毒液は肌に直接つけられるものではなかったり、菌に無効なものだったりするものもあるようですので注

意してください。 

 

 

加湿器の正しい使い方って？ 
使用する水は水道水！ 

加湿器には必ず水道水を使用しましょう。また、時間が経つごとに塩素の濃度は薄まってしまいま

すので、加湿器の水が少なくなったらつぎ足すのではなく、こまめに入れ替えることが大切です。

寝る時には加湿器を OFF！夜にエアコンを切って寝る時は、 

加湿器も止めましょう。つけっぱなしにすると部屋の湿度が上がりすぎて、 

カビが繁殖しやすい環境になります。 

加湿器の効果的な使い方って？ 

エアコンの吹き出し口近くは避ける 

加湿器の蒸気を効率よく室内に循環させようと、エアコンの吹き出し口近くに置いていませんか？ 

こうするとエアコンから出る温風の影響を受けて、加湿器の湿度センサーに狂いが生じ、充分に加

湿されなくなる可能性があります。 

外壁や窓の近くは避ける 

外に面している壁や窓の近くに加湿器を置くと、吹き出し口から出たばかりの湿度の高い空気が

急激に冷やされて結露の原因に！建物を傷めることにつながることもあるので、外壁や窓の近く

を避けて加湿器を置くようにしましょう。 

暖房器具によっては加湿器が必要ない場合も 

「石油やガスを燃焼させると水蒸気が発生する」ってご存じでしたか？石油やガスの暖房器具が

あるご家庭は、使用中は水蒸気が発生しているので加湿器は止めて OKです。ただエアコンの場合

は乾燥するので、加湿器も一緒に使うと良いでしょう 

加湿器代わりに濡れタオルを使う方法 

濡らしたタオルをハンガーなどで部屋にかけておくだけで加湿できます。普通のタオルよりバス

タオルの方が部屋全体を加湿できます。さらにエアコンなどの風に当てるようにすれば効果が上

がります。ただし、手を拭いたタオルだと雑菌が付着している恐れがあるので注意してください。 

お知らせ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、サークル活動・センター

主催事業が中止又は延期となる可能性があります。また臨時休館となる

可能性があります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雨にも負けず」 宮沢賢治 

雨にも負けず 

風にも負けず 

雪にも夏の暑さにも負けぬ 

丈夫なからだを持ち 

欲は無く 

決して瞋からず 

何時も静かに笑っている 

一日に玄米四合と 

味噌と少しの野菜を食べ 

あらゆる事を自分を勘定に入れずに 

良く見聞きし判り 

そして忘れず 

野原の松の林の影の 

小さな萱葺きの小屋に居て 

東に病気の子供あれば 行って看病してやり 

西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を背負い 

南に死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い 

北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い 

日照りのときは涙を流し 

寒さの夏はオロオロ歩き 

皆にデクノボーと呼ばれ 

誉められもせず苦にもされず 

そういう者に 

私はなりたい  

 

残念ながら、脳のほぼすべての機能は、体が

年々衰えるのと同じように低下していきま

す。その理由は、負荷がかかる強度で脳を

「使っていない」からなのです。 

「脳が衰える」とは、前頭前野の働きが衰え

ること 

前頭前野は、新しいことをインプットした

りアウトプットをしたりし、自発性を生み

出し、コミュニケーション力や忍耐力をコ

ントロールしています。まさに「脳のなかの

脳」と呼ばれるにふさわしい、もっとも大切

な場所です。そのため、この前頭前野の機能

が衰えると、健康な生活を維持できなくな

ってくるのです。 

「音読」は脳全体を活性化するともいわれ

ています。文字を見て、脳で情報処理をして

おしまいの黙読と違い、音読は文字を見て、

脳で情報処理を行い、音に変換して口から

出し、自分の声が耳からインプットされる

からです。 

◎できるかぎり速く、声に出して読む 

◎間違っても気にせず、すらすらと 

宮沢賢治の「雨にも負けず」を一度声に出し

て読んでみてください。出来れば暗唱を！ 

 

 

2 つ以上の動きが同時に出来ないと、歩いているときに・・・ 

後ろから急に話しかけると、歩きながらしゃべること(２つの動き)に身体がついていかずに転倒。 

目の前に自転車飛び出してくると、自転車を避けながらバランスを取ること(2 つの動き)ができずに転倒。 

こうした身体の衰えが、危険察知の遅れを招き、転倒のリスクを高めます。 

1 つのことに集中するのではなく、複数のことに意識を分散させることで、転倒予防に繋がります。 

右手と左手で別の動きをするトレーニングをやってみましょう。 

【1】 グーパー運動① 前に出した手がパー 胸の手がグーを左右交互に 

【2】 グーパー運動② 前に出した手がグー 胸の手がパーを左右交互に               

※『グー』を前に出した時のほうが難しくなるのはなぜ？              

人はモノを取るときも『パー』転倒するときに手をつくときも『パー』を出します。 

『グー』を前に出すことに体が慣れていないので、『パー』を前に出すよりも難しくなり

ます。                    

【3】 グーパー運動③ 手拍子を間に入れてグーパー運動①と②を交互に 

【4】 グーパー運動④ 太ももを叩く動作を間に入れてグーパー運動①と②を交互に 

【5】 グーパー運動⑤ 足踏みをしながらグーパー運動①と②を交互に 

道具を一切使わない誰でも出来る運動を生活の中に取り入れることが重要です！ 


