
ﾏｰｸ 事  業  名 日　程 時間 定員 申込開始日 内容

🍀脳トレーニング １0日(月) 13:30～14:30 クイズ・まちがい探しなど

🍀体操＆カーリング １１日(火) にぎにぎ体操とカーリング

４日(火)

１８日(火)

🍀体操＆ボウリング ２５日(火) にぎにぎ体操とボウリング

♦レッツエアロビ 　７日(金) 10:30～11:30 講師：金 卿淑氏

１４日(金)

２８日(金)

🍀大人のぬり絵 ２１日(金) 13:30～15:00
ぬり絵を楽しみながら交流しましょう
※今年度より登録制ではなくなりました

　３日(月) ３月２７日(月)

１７日(月) ４日(火)

５日(水) ３月２８日(火)

１９日(水) ６日(木)

❤ぴよタイム ２０日(木) 10:30～11:00 １０組 ７日(金)
（０歳児向け）
１０月生まれのハーフバースデー 他

❤ちゅんちゅんタイム ２７日(木) 10:30～11:00 １０組 １４日(金)
（1歳児以上向け）
４月生まれのお誕生日会 他

❤木育ひろば ２４日(月) 10:30～11:３0 １０組 １３日(木)
温もりのある木のおもちゃで遊びなが
ら、お喋りしましょう

                    令和５年 ４月　区民ひろば朋有

　　　　　　　🍀＝いきいき事業　　♦＝交流事業　　❤＝子育て事業　（ひろばご利用の際は靴下着用をお願いします）

🍀体操＆モルック 10:30～11:30 にぎにぎ体操とモルック

どなたでも
　参加できます。

開催の日時に
直接ご来館ください。

　　　　　　　　　　　　　　♦卓球できます…くわしくはお問合せください　　　♦お好きな時間にテレビ体操ができます

転倒予防体操・新聞棒体操 他🍀足腰トレーニング 13:30～14:30

講師：河合秀和氏
課題曲を練習します

🍀健康増進カラオケ教室
※5月からは第２・４（月）に変更

13:15～15:30

世話役：佐々木 敬彦氏
好きな曲を順番に歌います

２０名

１２名🍀健康増進カラオケタイム
13:15～15:00
1人３曲で終了

🍀体操＆モルック
４日・１８日（火） １０：３０～１１：３０
✿誰でもできる、簡単で頭も使う楽しいゲームです。

お気軽に参加してみてください。

新型コロナウイルス感染状況によって、 事業が中止、縮小となる場合があります

はじめました！

区民ひろばからの

情報を発信します

区民ひろば朋有(仮施設）
豊島区東池袋４－２７－１０ ３

階

４月の運営協議会
役員会 １１日（火）１４：３０～１６：００ 場所：活動ひろば２

定時総会 ２７日（木）１８：００～１９：００ 場所：ごいっしょルーム１・２

❤おぶちゃんとあそぼう
１７日(月) １０：３０～１１：３０
講 師：小布施 由恵氏

対 象：１歳児以上の親子

持ち物：タオル 定 員：１０組

申込み：５日(水)から 電話可

🍀音楽で脳トレ体操
２４日（月）１３：３０～１４：３０
講 師：第一興商スタッフ

定 員：１５名

申込み１１日(火)から 電話可

申込み不要：当日、直接ご来館ください。

🍀朋有ミュージックサロン
２６日（水）１３：３０～１４：３０
講 師：山崎拓未氏

申込み不要：当日、直接ご来館ください。

♬講師のピアノに合わせて歌ったり、楽器に触れたり、

皆で春の音楽を楽しみましょう♬

♬カラオケに合わせて体を動かしたり、

踊ったり♪クイズにも挑戦して脳トレに

なります！

✿４月１日より区民ひろばの個人利用証

の更新をいたします。詳しくは受付で

おたずねください。

♥ゴーゴーサンデー

１６日(日)１０：３０～１１：３０
講師：藤井芳子氏 運動あそびをします。

対象：1歳児以上の親子 定員：１０組

申込み：１日（土）から 電話可

✿４月より曜日や週の変わった事業が

ありますので、この予定表にてご確認

ください。

❤おでかけ相談
２０日(木) １０：３０～１１：３０
東部子ども家庭支援センターの出張相談

です。日頃の子育ての悩みなど、子どもを

遊ばせながら気軽に相談できます。

申込み不要：当日、直接ご来館ください。

お知らせ



　 ごいっしょルーム

日 曜 午前 午後 午前 午後

1 土

2 日

3 月 抽選日 健康増進カラオケ教室

4 火 ☆カトレア 体操＆モルック
〈高齢者出張相談〉リラックスルーム

5 水 ☆ドラマリーディングの会 健康増進ｶﾗｵｹﾀｲﾑ

6 木 ☆HMC会 AM　☆大塚百齢会

7 金 レッツエアロビ

8 土 ☆平和クラブ ☆友和会文化会 ☆豊島太極拳サークル

9 日 ☆ヨーガ健康教室

10 月 ☆友和会役員会 ☆友和会役員会 ☆やさしいヨーガ 脳トレーニング

11 火 ☆秋桜会 体操＆カーリング 運協役員会

12 水 ☆ひまわり

13 木 ☆HMC会 ☆アンサンブルロマンス AM　☆大塚百齢会

14 金 足腰トレーニング

15 土 ☆平和クラブ

16 日 AM☆ゴーゴーサンデー

17 月 おぶちゃんと遊ぼう ☆はる美会 ☆S＆N mama’s
健康増進カラオケ教室
〈まちの相談室〉

18 火 ☆カトレア
体操＆モルック
（身のまわり相談）

19 水 ☆ドラマリーディングの会 健康増進ｶﾗｵｹﾀｲﾑ　
〈高齢者出張相談〉リラックスルーム

20 木 ぴよタイム
おでかけ相談

☆HMC会 ☆カラオケくま AM　☆大塚百齢会

21 金 ☆S＆N mama’s 大人のぬりえ

22 土 ☆平和クラブ

23 日 ☆ヨーガ健康教室 ☆豊島太極拳サークル

24 月 木育ひろば ☆レイピカケ ☆やさしいヨーガ 音楽で脳トレ体操

25 火 ☆秋桜会 ☆ひまわり 体操＆ボウリング

26 水 朋有ミュージックサロン

27 木 ちゅんちゅんタイム ☆HMC会 ☆アンサンブルロマンス ☆カラオケくま AM　☆大塚百齢会

28 金 足腰トレーニング

29 土

30 日 ☆友和会文化会

31

無印＝主催事業　☆＝サークル

※「身の回り相談」は、ＣＳＷ（豊島区民社会福祉協議会・コミュニティソーシャルワーカー）が行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※「高齢者出張相談」「まちの相談室」は、高齢者福祉課が行っています。

令和５年　区民ひろば朋有

４月のカレンダー
ひろば１ ひろば２

昭和の日

豊島区東池袋 4-27-10-3階

☎・FAX 03-3971-0781


