
府中市地域包括支援センターしんまち                    第 86 号 

 
 
 

府中市では「住み慣れた地域で安心していきいきと暮らせるまちづくり」を実現するため、市内に

お住まいの 65 歳以上の方を対象に介護予防事業を実施しております。しんまちだよりでは、新町・

栄町で実施しております講座等の予定を掲載し、２ヶ月に一度発行しております。 

 

※各開催日の１か月前より、お申し込みを受け付けております。 

※定員制の講座は抽選となるので、約１週間前に当選者にのみご連絡します。 

※講師名の記載がない講座は包括支援センターしんまちの職員が行います。 

※日程や内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。 

 

 
 
 

日時 講座名 場所 

11 月 6 日（水） 

午前 10：00～ 

    11：00 

健康体操 

講師：大澤 聡氏 

※上履き・タオルをご持参ください 

都営栄町 3 丁目第 2 

アパート集会室 

11 月 6 日（水） 

午後 2：00～ 

3：30 

栄養のあるおやつ（定員 12 名 抽選） 

講師：めぐみ第 2 保育園 栄養士 

※エプロン・三角巾・参加費をご持参ください 

新町文化センター 

調理室 

11 月 11 日（月） 

午後 2：00～ 

 3：30 

あづまや栄町（定員 12 名 抽選） 

軍手の指人形 

※軍手と牛乳パック（500ｍℓか 1ℓ、切らない状

態で）と上履きをご持参ください 

武蔵野ハイライズ 

集会室 

11 月 14 日（木） 

午後 2：00～ 

4：00 

 手芸クラブ（申し込み不要） 

※縫い針 1 本と待ち針 5 本をご持参ください 
地域包括しんまち 

11 月 15 日（金） 

午前 10：00～ 

    11：30 

健康体操（申し込み不要） 

講師：健康運動指導士 牛久 裕子氏 

※タオルをご持参ください 

新町文化センター 

2 階 大広間 

11 月 18 日（月） 

午後 2：00～ 

    3：30 

健康体操（申し込み不要） 

講師：健康運動指導士 牛久 裕子氏 

※上履き・タオルをご持参ください 

都営新町 3 丁目 

アパート東集会室 

11 月 19 日（火） 

午後 2：00～ 

    3：00 

気になる冷え性と尿漏れ予防 

講師：訪問看護ステーションいきいき 

※上履き・タオルをご持参ください 

都営新町 3 丁目 

アパート東集会室 

11 月 20 日（水） 

午後 2：00～ 

3：30 

  写し書き新町（定員 12 名 抽選） 

※上履き・文鎮・筆ペンをご持参ください 

市営新町 2 丁目住宅

集会所 

11 月 25 日（月） 

午前 10：00～ 

    12：00 

手芸クラブ（申し込み不要） 

※縫い針 1 本と待ち針 5 本をご持参ください 
地域包括しんまち 

元気でいきいき！しんまちだより 

☆講座の予定☆ 
 講座に参加される時は 

水分をお持ち下さい。 11・12 月 

筋力ＵＰ!! 



 

 

 

～認知症サポーター養成講座～ （下記申し込み先へお電話でお申し込み下さい） 

認知症を学び地域で支えよう！ 

11 月 16 日（土）10 時～11 時半 新町文化センター 2 階会議室 

 

 

問題：それぞれの漢字に、共通してくっつく漢字は何でしょう？ 

例題：丁・火・各      答え：田 （町・畑・略） 

①代・壮・列・制・龍   ②田・辰・相・務・路 

前号の答え 

①車（軌・軒・軸・較・輪）   ②貝（財・賀・貸・賃・贈） 

日時 講座名 場所 

11 月 25 日（月） 

午後 2：00～ 

    3：30 

あづまや新町（定員 12 名 抽選） 

 軍手の指人形 

※軍手と牛乳パック（500ｍℓか 1ℓ、切らない状

態で）と上履きをご持参ください 

市営新町 2 丁目住宅 

集会所 

11 月 26 日（火） 

午前 10：00～ 

    11：30 

歌を歌って脳活性化！（定員 20 名 抽選） 

講師：音楽療法士 金子 二三代氏 

新町文化センター 

2 階 大広間 

12 月 11 日（水） 

午前 10：00～ 

    11：30 

 脳トレ栄町（定員 12 名 抽選） 

※上履きをご持参ください 

都営栄町 3 丁目第 2 

アパート集会室 

12 月 12 日（木） 

午前 10：00～ 

12：00 

 手芸クラブ（申し込み不要） 

※縫い針 1 本・待ち針 5 本をご持参ください 
地域包括しんまち 

12 月 16 日（月） 

午後 2：00～ 

 3：30 

健康体操（申し込み不要） 

講師：健康運動指導士 牛久 裕子氏 

※タオルをご持参ください 

新町文化センター 

3 階 講堂 

12 月 24 日（火） 

午前 10：00～ 

    11：30 

歌を歌って脳活性化！（定員 20 名 抽選） 

講師：音楽療法士 金子 二三代氏 
新町文化センター 

2 階 大広間 

12 月 25 日（水） 

午後 2：00～ 

     3：30 

脳トレ栄町（定員 12 名 抽選） 

※上履きをご持参ください 

都営栄町 2 丁目 

アパート集会室 

12 月 26 日（木） 

午後 2：00～ 

 3：30 

脳トレ新町（定員 12 名 抽選） 

※上履きをご持参ください 

市営新町 2 丁目住宅 

集会所 

【ちょっとひと息    脳トレコーナー】 

問い合わせ・申し込み 

府中市地域包括支援センターしんまち 042-340-5060 
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