
 

 

 

 

 

  

〒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】 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため、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。 

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の

ほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

楽しいレクリエーションとタオル体操 
日 時：４月２１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：４月１４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 

ボールとチューブでストレッチ 

日 時：４月１日（木）午後２時～３時 

講 師：園田 應子先生 

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：３月２４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） 

ゆったりエアロ 
日 時：４月１３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：４月６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） 

 

音と遊ぼう♪楽しいリトミック 

日 時：４月８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：３月３０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） 

すこやかマッサージ＆ダンス 
日 時：４月２８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：４月２０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） 

 



 

  

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～ 

日 1 2 3 4

日 5 6 7 8 9 10 11

俳　画

　

俳　句

お花（Ｂ）　

日 12 13 14 15 16 17 18

手　芸

日 19 20 21 22 23 24 25

俳　画 絵手紙

 
お花（Ｂ）

日 26 27 28 29 30

　

午後

午前 太極拳

午後
※お花（Ｃ）

2021年4月予定表        
曜日 月 火 水 木 金 土 日

　　　 　　　
詩　吟 ※お花（Ａ）　 雀の学校

健康太極拳 絵　文

ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

午後

民踊・新舞踊 お　琴

和太鼓 絵手紙

午前

アート九条 詩　吟 ※お花（Ａ）　

午前

※ゆったりヨガ

午後

アート九条 お　琴

午前
和太鼓

民踊・新舞踊

健康太極拳

「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【予定表の内容は、変更になる場合があります】

編　物 ※ゆったりヨガ

午前

絵　文

太極拳

※ピアノで歌おう

午後
※お花（Ｃ）

　 ﾍﾟｲﾝﾃｨﾝｸﾞ

編　物

★楽しい
リトミック
午後2：00～

休館日

休館日

休館日

休館日

★ボールと
チューブ

午後2：00～

★すこやか
マッサージ
＆ダンス
午後2：00～

★タオル体操

★ゆったり

エアロ
午後2：00～

（昭和の日）

休館日

★タオル体操

午前10：30～

※ピアノで歌おう（２グループに分かれて実施）

４月１５日（月） Ａクラス 午後１１時４５分～１２時３５分

３月１１日（月） Ｂクラス 午後１２時４５分～１３時３５分

※ゆったりヨガ（２グループに分かれて実施）

４月１３日（火） 前半 午前１０時１５分～１１時００分
４月１３日（火） 後半 午前１１時１０分～１１時５５分

４月２７日（火） 前半 午後１２時００分～１２時４５分

４月２７日（火） 後半 午後１２時５５分～１３時４０分

※４月 ２日（金）

※４月１６日（金）

お花（Ａ）とお花（C）は

合同で行います。

（午後１時３０分～）



 

  

特殊詐欺の被害を防ぐために 
 
多発している詐欺 

※キャッシュカードを封筒入りの偽カードとすり替える「キャッシュカード詐欺」 

キャッシュカードに切れ込みを入れ、使えなくなったと安心させてだまし取る手口が急増 

磁気部分を避けてハサミで切れ込みを入れ、被害者に「カードは悪用できないようにしました。安心し

てくださいね」と声をかけるケースが 

※医療費や税金の還付をかたる「還付金詐欺」 

※親族などを装う「オレオレ詐欺」 

※有料サイトの利用料名目の「架空請求詐欺」 

※警察官や金融機関の職員を装って「あなたのキャッシュカードが不正に使われている」とうそをついて

カードをだまし取り、預金を引き出す「預貯金詐欺」 

※「コロナ対策の助成金がある」「PCR 検査キットを送る」「65 歳以上の人に生活支援金がある」。コロナ

禍に便乗した特殊詐欺とみられる不審電話 

※介護保険にからんだ悪質な詐欺（実在する市職員の名をかたるケースや利用するサービス事業者、主治 

医まで調べているとみられるケースもあり、手口は巧妙） 

注意点・対策 

☆ワクチン接種・予約に費用は必要ありません 

☆留守番電話の機能や自動通話録音機、迷惑電話防止機能付きの機器を活用する 

不審な電話に出たり折り返したりしない 

☆警察や役所、金融機関、百貨店、家電量販店の職員を名乗る人の電話は一度切り、それぞれの代表番号

にかけ直し（相手の電話番号を鵜呑みにせず、調べる）、事実関係を確認する 

☆警察官や役所、金融機関の職員が民家を訪ね、キャッシュカードを回収することはない 

 暗証番号の聴き取りもない 

☆役所や税務署などの職員が ATM で還付金の手続きをさせることはない 

☆高齢者は別居の子や孫と日頃から連絡をとっておく 

「家族等・知人・他（○○さん）と相談する」と言って、その場はいったん帰ってもらう、電話は切る、

即決しない 

☆少しでもおかしいと感じたら、すぐに警察に通報 

大脳の面積のうちで非常に大きい割合を占めるのが、手の動きをコントロールする部分。脳トレに手

の動きを組み合わせると、脳の広範囲を効率よく刺激することができます。 

【指体操 A】①両手の指を合わせます ②指を一本ずつ離します  

③親指〜小指、小指〜親指と順番で取り組みましょう  

※他の指が離れないように注意しましょう 

【指体操 B】①親指と人差し指、親指と中指、親指と薬指の順に指を合わせていきます 

②指の腹をしっかりと付けるように意識しましょう 

【指体操 C】①人差し指と薬指を腕につけます②中指と小指を腕につけます 

③交互に繰り返します 

【輪ゴム移しレース】 

親指に輪ゴムを１個かけてスタート。親指から人差し指へ、人差し指から中指へと、指の動きだけで

どんどん輪ゴムを移していきます。小指までいったら引き返し、また親指に戻ってきたらゴール。途

中で輪ゴムを落としてしまったら、もう一度親指から。誰が一番早いか、レース形式にすると盛り上

がります！ 

脳トレに挑戦① 

介護保険の認定

申請しますよ 
 

手すりを取り付

けますよ 

（必要な工事が

できなくなる） 

ATMを操作しても還付金はもらえません!! 

不審なメールは無視！着信番号に折り返さない！ 

口座番号・暗証番号教えない・他人に現金は渡さない！ 



 

  

俳画サークル 

西区役所 区民ギャラリー 展示のご報告 

（2021.3.1～3.31） 

A．文字並び替え脳トレクイズ（ヒントを元に文字を並べ替えて正しい言葉を当ててくださいね！） 

①さいおこんぴりくんかいいいくっ（本部はスイスのローザンヌです） 

②つなまこ（野菜） 

③りつんいけじし（体内にあります） 

④きいけゅうばんえつ（特定の人のみが使用できます） 

⑤くいいがだせ 

⑥かょうりごこくぎんく（スポーツ大会やライブが開催されます） 

B．お金の計算問題 

八百屋さんで８５円のトマト５個、９８円の大根１本、７０円のニンジンを３本買いました。 

次に魚屋さんで１パック（３尾入り）２３０円のお刺身用イワシを３パック買いました。 

その後に行った洋服屋さんでセールをしており、３０００円のＴシャツを、２５％引きで買いました。

使ったお金の合計はいくらでしょうか？ 

答え(解説) 

A．①国際オリンピック委員会（略称IOCと呼ばれています。IOCの会議はフランス語と英語の2か国語で行われ

ます。）②小松菜 ③自律神経（体内にある無数の神経の中でも内臓の働きを調節する役割があります。昼間の活

動的な時は「交感神経」、夜のリラックスしている時は「副交感神経」が働いています。この2つの神経がうまく

バランスを取れないと自律神経が乱れ様々な病気を引き起こします。自律神経が乱れない為にも規則正しい生活

をしてリラックス方法を取り入れる事が大切です。）④永久欠番 ⑤大学生 ⑥両国国技館 B．３，６７３ 円 

脳トレに挑戦② 


