




令和５年４月２０日 

 

各町会・自治会長 様 

 

港区環境リサイクル支援部 

地球温暖化対策担当課長 瀧 澤 真 一 

 

 

冬のＭＩＮＡＴＯ節電アクションに関するアンケートの協力依頼について 

 

 

日頃より港区の環境行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

また、電力削減行動としての取組「ＭＩＮＡＴＯ節電アクション」にご協力、ご賛

同いただき、重ねて感謝申し上げます。 

 さて、令和４年度は、経済産業省から節電要請や電力需給ひっ迫注意報が発令され

るなど、非常に厳しい電力需給の状況が続いておりました。 

このような中、区は、区民、事業者の皆様とともに「ＭＩＮＡＴＯ節電アクション」

として、無理なくできる範囲で節電・省エネ行動に取り組んでまいりました。 

 つきましては、皆様の「冬のＭＩＮＡＴＯ節電アクション」を踏まえた節電・省エ

ネの取組状況について、下記ＱＲコード又は別紙の用紙によりアンケートにご協力を

お願い致します。 

ご回答いただきました内容を踏まえ、令和５年度夏季の安定した電力需給の確保に

向けて取組が着実に拡大していくよう、更なる節電、省エネ対策を推進してまいりま

す。 

 

アンケートはこちらから 

 令和５年５月１２日までにご回答ください。 

ＵＲＬ 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1674089628964 

ＱＲコード 

 

 

 

 

※ＱＲコードからのご回答が難しい場合は、別紙のアンケート用紙からご回答ください。 

※アンケート回答に関してご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡ください。 

 

担当 地球環境係 秋葉、鶴岡 

電話 03-3578-2495 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1674089628964


1 ＭＩＮＡＴＯ節電アクションを知っていますか？

□知っ ている → ２ へ □知ら ない → ３ へ

2 １で「知っている」と回答した方は、どのような手段で情報を得ましたか？

□区ホームページ □広報みなと □チラ シ・ のぼり 旗

□Twi t t er 等のＳ Ｎ Ｓ □知人から 聞いた □その他（ 　 　 　 　 　 ）

3 どの様な節電対策に取り組みましたか？（複数回答可）

□こ まめなスイ ッ チオフ
　 で使用電気を削減

□コ ンセント を 抜く などの
　 待機電力の削減

□エアコ ンの設定温度や
　 風向き の調整で節電

□冷蔵庫の開閉時間を 短
　 く し たり 詰め込む量を
　 考えて節電

□照明の照度や点灯時間
　 の調整、 間引き 等で節電

□テレビの主電源Ｏ Ｆ Ｆ や
　 明るさ の調整で節電

□炊飯器等の保温を控えて
　 節電

□特に取り 組んでいない □その他（ 　 　 　 　 　 　 ）

4

１ □と ても 意識し ている ２ □やや意識し ている ３ □あまり 意識し ていない

４ □全く 意識し ていない □その他（ 　 　 　 　 　 　 ）

5 どのような理由から節電を意識していますか？（複数回答可）

□電気代の節約のため
□電力需給ひっ 迫を 意識
　 し たため

□社会影響によるエネル
　 ギー危機のため

□環境への配慮のため □その他（ 　 　 　 　 　 　 ）

冬のＭＩ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ 節電アク ショ ン
【 アンケート 】

区は「 冬のＭＩ Ｎ Ａ Ｔ Ｏ 節電アク ショ ン」 と し て、 節電へのご協力を呼びかけています。
各ご家庭で取り 組まれた節電対策について、 アンケート の回答にご協力をお願いいたし ま
す。

区
民
の
方

夏季と比較して、節電の必要性についてどのくらい意識していますか？（心掛けてい
ますか？）





令和５年度 地域福祉活動・ボランティア活動 

 「地域でボランティアなど何か活動がしたい」という『おもい』を後押しする活動応援プロ

グラムです。一人ひとりに合ったボランティアや小地域福祉活動（サロン等）がスタート出来

るように様々な講座などを用意しています。  

 必須プログラムでは、これまでパワーアップ塾に参加した人との交流や仲間づくりのきっ

かけを作ります。選択プログラムでは、子どもや障害、災害等、様々な分野の講座に参加し、

自分に合った活動を探すことができます。 

★必須プログラム★ 

◆対象者：港区在住・在勤・在学で、地域で活動したいと思っている人 

◆参加費：無料（選択プログラムにより資料代などがかかる場合があります） 

◆ ：５月１５日（月）までに、右記申し込みフォーム・電話・FAXで、（住所・氏名・ 

       電話番号・メールアドレス（お持ちの場合のみ）を明記の上、申し込み。 

◆問い合わせ：ボランティア・地域活動支援係 TEL：6230-0284 FAX：6230-0285  

令和５年１０月に 

創立７０周年を迎えます 

申し込みフォーム 



ボランティア入門講座①② ボランティアの「いろは」を学ぶ講座です。先輩ボランティアの話

や簡単な体験（車いすや手話などを予定）も出来ます。 

ボランティアスキルアップ講座 

「子どもにかかわるボラン

ティアについて」 

子どもと関わるボランティアに求められることなどを学びます。

「育児サポート子むすび」の活動説明も行います。 

オリジナル講座① 
「ボランティア団体の活動を知
ろう！体験してみよう！」 

港区内で活躍しているボランティア団体（4団体を予定）をゲスト

に、活動の紹介やプチ体験、交流をはかります！ 

オリジナル講座②③④ 
②民生委員からみた港区について 

③参加者の要望に応えて企画する講座 

④障害のある人の話や体験をする講座 

スマホ・タブレット 
マイスター養成講座 

地域の高齢者等へ、スマホやタブレットの使い方を教える人を養

成します。全３回 

地域つながりづくり講座    
自分の住む地域で、住民と集まる活動を始めたい人が、居場所

（サロン）の作り方について学びます。既に活動しているサロンで

の体験も行います。全３回。 

おむすびサービス研修会 
高齢者や障害者などの支援を行う「おむすびサービス」の事業説

明と、活動に役立つ研修会・交流会を行います。 

ボランティア活動体験プログラム 

2023夏！体験ボランティア 
福祉施設やボランティア団体での活動を体験します。 

複数のプログラムの中から選ぶことができます。 

パラスポーツメイト 
養成講座 

誰もが一緒にスポーツを楽しむことができるよう、講義やパラス

ポーツ体験をとおしてパラスポーツをする人を支えるメイト（仲

間）を養成します。 

災害に備えたまち歩き講座 
港区が被災した場合の被害想定や特徴をまち歩きも取り入れな

がら考え、自然災害への備えとして地域のつながりや支えあいの

大切さを学びます。 

災害ボランティア基礎講座 災害時のボランティア活動についての基礎を学びます。 

社会貢献型後見人説明会 

地域における身近な立場で成年後見活動を行う『社会貢献型後

見人』として活動したい人に対して、基礎講習受講についての説

明を行います。 

※申し込み時にいただいた個人情報は、本会個人情報保護規定に基づき、適切に取り扱い、

上記の事業の実施にのみ使用させていただきます。 

申し込み 

問い合わせ  

★選択プログラム（予定）★ 

ご参加、 

お待ちして

おります♪ 

社会福祉法人港区社会福祉協議会 ボランティア・地域活動支援係 
TEL 6230-0284 FAX 6230-0285 



あなたの身近な困りごと…

コミュニティソーシャルワーカー

（CSW）に相談してみませんか？

社会福祉法人 港区社会福祉協議会



こんな“気になること”や“悩み”

身近にありませんか？

モノ やゴミ があふれた家

ひきこ もり に悩む家族

子育てに不安を感じる

急に元気がなく なっ たご近所さん

地域参加のやり 方がわからない

自分や家族の老後が心配

コ ミ ュ ニティ ソーシャ ルワーカー（ ） と はCSW …

介護、育児、障害、ひきこもりなど、複数の課題を抱えてどこに相談したらいいか分からずに困って
いる場合や、地域に心配な人がいる場合などに、港区社会福祉協議会の職員がコミュニティソーシャ
ルワーカーとして、⼀緒に解決⽅法を考えます。地域住⺠や関係機関と連携して、解決に向けた⽀援
や新しい仕組みづくりを行います。

地域の人が「困った人」だと思っている

人は、実は「困っている人」かもしれま

せん。そんなときはCSWに相談してくだ

さい。



相談以外にもＣＳＷはこんなことをしています

ひきこもり 学習会の開催

地域課題についての講演会の開催

ＣＳＷの支援例

自宅に⼀人でいることが多く、人と関わる機会や話す機会がほしい、と⼀人暮らしの高齢者から相談が
ありました。
CSWは近くのサロンを紹介し、⼀緒に行ってみることに。サロンでの和やかな雰囲気、近所の人との何

気ないおしゃべりが楽しいと、今でも元気に参加しています。サロンで知り合った人から、いきいきプラ
ザの教室やボランティア活動などにも誘われ、様々な地域活動が広がっていきました。

近所に「ごみ屋敷」があり、住んでいる高齢者が心配、との相談が地域住⺠から
寄せられました。
CSWは自宅に訪問しますが、本人と会うことができません。関係機関や地域住⺠

と情報交換する機会を設けると、以前は地域のサロンに参加していたとの話があり
ました。また、ごみが多くなってきたのは、サロンに来なくなった時期からとのこ
と。サロンに参加しなくなった理由と、生活状況の課題との関連性にも注目し、本
人と会って話が聞けるようなきっかけを探すため、関係機関と情報共有しながら見
守りを続けています。

CSWが開催した、ひきこもりについての講演会に参加したことがきっかけで相談
したいという両親。⼦どもが⻑くひきこもりの状態であり、今後どうしていったら
良いか分からないとのことでした。
CSWはひきこもりの学習会を案内し、参加してもらいました。学習会では、ひき

こもりについての知識はもちろん、同じような悩みを抱えた人たちの話を聞き、自
らも不安を話すことで、気持ちが楽になったとのこと。
今後も学習会に参加しながら、⼦どもとの関わりについて学んでいきたいと話し

ています。

地域で困ったときにSOSを発信できる人や、困っている人に気づくことができる人を地域に増やすため、区⺠
等の「受援力」「⽀援力」を高めるための講座や学習会、講演会を開催しています。講演会を通じて、埋もれ
ている地域課題がCSWにつながる可能性を高めています。

区⺠が様々な生きづらさを理解・共有するために、ひきこもりについて学ぶ学習会を定期的に開催しています。
本人や家族どうしが思いを話しあえる場や、本人の特性にあった生き⽅への理解が社会に広がりつつあり、ひ
きこもりの課題を抱える人の安心感や前向きな気持ちに結びついています。

※実際のケースを基に⼀部加工しています。



ご相談・お問い合わせ ８：３０〜１７：１５（⼟・⽇・祝を除く）

社会福祉法人港区社会福祉協議会地域福祉係

〒１０６-００３２ 港区六本木５-１６-４５港区麻布地区総合⽀所２階

電話番号：０３-６２３０-０２８１
メール ： chiiki@minato-cosw.net

地域住民・ 住民組織

住民同士の気づき、見守り、支え合い、
地域活動、ボランティア活動

例えば…
町会・自治会、民生・児童委員、地区会
議、サロン活動、老人クラブ、ボラン
ティア・NPO など

行政・ 関係機関

多職種連携による包括的な支援体制の構築

例えば…
港区、高齢者相談センター、港区児童相談所、
港区子ども家庭支援センター、生活・就労支
援センター、障害保健福祉センター、高齢
者・障害者施設、学校、医療機関、警察、消
防、商店 など

コ ミ ュ ニティ ソーシャ ルワーカー（ CSW)

連携・ 協力・ サポートチーム

と 相談して一緒に解決手段を見つけるCSW
支援機関やサービスにつなげる

地域の気になるこ と や悩みを

協力・ 情報共有

地域活動に参加したい思いを

令和5年2月発行

WEBで見る
（二次元コード）

港区社会福祉協議会は、社会福祉に関する事業・活動を行い地域福祉
推進を図ることを目的とする社会福祉法人です。地域住⺠の福祉増進
を図るための公共性と自主性を持った⾮営利の⺠間団体です。

mailto:chiiki@minato-cosw.net












エコクイズラリ ー
※詳細は裏面をご覧く ださ い

ふと ん、不用園芸土、廃食用油、

使用済み小型家電の回収

フード ド ライブ
（ 未利用食品の回収）

第42 回 MINATO2 0 2 3

2023 年5 月20 日（ 土）

午前10 : 0 0   午後3 : 0 0
（ 小雨決行・ 荒天中止）

港区立有栖川宮記念公園
（ 港区南麻布5-7-29）

主催　 港区 問い合わせ  港区環境課地球環境係　 電話  平日午前8時30分〜午後5時15分 0 3 -3 5 7 8 -2 4 9 6 〜2 4 9 8 　 FAX  0 3 -3 5 7 8 -2 4 8 9

温室効果ガス排出量（ 12 ,0 0 0 冊）

総排出量 3 1 9 . 9 6 kg -CO 2

Powered by Carbon Eye Ⓡ

26.7g -CO 2/部

エコライフ・
フェア

● 環境課のTw itterアカウント 　 h ttps://tw itter.com /m in ato_ kan kyou  

● みなとコ ール（ 港区コ ールセンタ ー）  03 -5472-3 710

団体・ 企業による出展
（ パネル展示や体験型イベント ）

※詳しく は裏面をご覧く ださい

日比谷線 広尾駅 下車 徒歩７ 分
東京メト ロ

東京メト ロ
日比谷線 広尾駅

ド イツ大使館

都立中央
図書館

愛育クリ ニッ ク
9 8 番

96 番

97 番

有栖川宮
記念公園

外
苑
西
通
り

ちぃ ばす
（ 麻布西ルート ）

有栖川宮
記念公園

ちぃばす（ 麻布西ルート ）

下車徒歩３ 分

96 番 元麻布二丁目

97 番 愛育ク リ ニッ ク

98 番 有栖川宮記念公園

会場地図

ステージイベント

クラウン潤先生の

エコ サイエンスショ ー

ECOマジシャンみやも の

エコマジッ クショ ー

燃料電池自動車、

プラグインハイブリッド 車の展示

リサイクルバザー
※マイバッ グをご持参く ださい

緑のカ ーテン用苗の
無料配布会

午前10 :15 からのイベント

特
得 徳

エコ
d eみなとく

で

©2 018 M A A

港区環境ジャムム りんごジャムム リタロウ

リ タ ロウが開会式にいく よ

自転車の無料点検

リサイクル自転車の販売

エコライフ・ フェ アM I N ATO2023は、カ ーボンオフセット を活用し ており ます。

当日の開催有無に関する問い合わせ

省エネ・ 発電の

体験ステージもあるよ。

https://twitter.com/minato_kankyou


第4 2 回 MINATO2 0 2 3

エコライフ・フェア 特
得 徳

エコ
d eみなとく

で

●  麻布清掃協力会・ 赤坂青山清掃協力会

●  オール東京62「 みどり 東京・ 温暖化防止プロジェ クト 」

●  公益財団法人東京都環境公社 水素情報館東京スイソミ ル

●  生活協同組合コ ープみらい

●  生物多様性みなとネット ワーク

●  東京ガスネット ワーク株式会社　 東京中支店

●  東京電力パワーグリッド 株式会社　 銀座支社

●  東京都水道局港営業所

●  東京都立中央図書館

●  東京二十三区清掃一部事務組合　 港清掃工場

●  都会のミ ツバチを見守る会

●  ト ヨ タ モビリ ティ 東京株式会社

●  パルシステム東京港あけぼの会

●  ボーイスカウト 東京港第12団

●  三菱自動車工業株式会社

●  みなと 環境にやさし い事業者会議（ m ecc)

●  みなと 環境プロジェ クト

●  港区麻布地区総合支所まちづく り 課

●  港区環境課環境政策係

●  港区3R推進行動会議

●  港区消費者団体連絡会

●  港区リ サイクル事業協同組合

●  港区立エコプラザ

●  みなと 緑の学校

●  みなとリサイクル清掃事務所

●  ユニリ ーバ・ ジャパン・ カスタマー

マーケティ ング株式会社

エコクイズラリ ー

各テント で環境に関するクイズに答えて、10個以上のクイズに

答えると 景品をプレゼント ！すべてのクイズに答えると さらに

豪華な景品がもらえるよ！ ※景品には限り があり ます。

景品交換場所  本部テント

楽し い体験や工作、ゲーム

● 環境に関するワークショ ップ

● 野外のエコ 達人と 遊ぼう！（ ゲームや工作）見て、聞いて、学ぼう！

●  環境にやさし い製品・ サービス、環境活動の紹介、

パネル展示

● ごみ収集車「 みえる号」の展示

● 緑のなんでも相談コーナー

 など学べる展示が盛り だく さん！

緑のカーテン用苗の無料配布

10時15分より 苗をお配りします。

※数に限り があります。ご了承く ださい。

※ゴーヤ、ニホンアサガオ、フウセンカズラのう ち二種類を配布予定。

● SN S「 ピリカ」を使ったごみ拾い体験イベント

※当日会場でお申し 込みく ださ い。

エコライフ・ フェ アM I N ATO 2023、イベント

開催に伴う CO 2 排出量を可能な限り 減ら す

工夫をし ています。会場では、各出展団体の

CO2削減取組について紹介します！

CO 2
ダイエット 宣言

港区リデュースキャラクタ ー

だんじろう（ 断辞郎）

港区リユースキャラクタ ー

リユー助

出展団体一覧

ステージスケジュール

10 : 00〜 開会

10: 15〜 緑のカーテン用苗の配布

12: 00〜 省エネ・ 発電体験ステージ1

12 : 30〜 エコサイエンスショ ー

13: 30〜 エコマジックショ ー

14 : 30〜 省エネ・ 発電体験ステージ2

15 : 00  閉会



9:30~ 健康トレーニング月曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 土曜日体操教室

11:00~ 健康トレーニング月曜日B 10:30~ ミニ健30火曜日A② 13:15~ フリーマシントレーニング

1 13:30~ はじめてマシン 2 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 3 4 5 6 7
15:00~ 春の⼥性ヨガ 13:00~ 健康トレーニング火曜日B

月 火 13:15~ フリーマシントレーニング ⽔ ⽊ ⾦ 土 日
14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング月曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 頭とからだの健康教室 10:00~ やわらかボール体操 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

10:00~ マシントレーニング入門(始) 9:30~ 体⼒アップトレーニング(始) 13:00~ バランス足腰 10:00~ マシントレーニング入門 13:15~ フリーマシントレーニング

8 11:00~ 健康トレーニング月曜日B 9 10:30~ ミニ健30火曜日A② 10 11 12 13:30~ はじめてマシン 13 15:00~ 春の男性ヨガ 14
13:30~ はじめてマシン 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 13:30~ ミニ健30⾦曜日A①

月 15:00~ 春の⼥性ヨガ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B ⽔ ⽊ ⾦ 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 土 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング月曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 頭とからだの健康教室 10:00~ やわらかボール体操 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

10:00~ マシントレーニング入門 9:30~ 体⼒アップトレーニング 13:00~ バランス足腰 10:00~ マシントレーニング入門 13:15~ フリーマシントレーニング

15 11:00~ 健康トレーニング月曜日B 16 10:30~ ミニ健30火曜日A② 17 18 19 13:30~ はじめてマシン 20 15:00~ 春の男性ヨガ 21
13:30~ はじめてマシン 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 13:30~ ミニ健30⾦曜日A①

月 15:00~ 春の⼥性ヨガ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B ⽔ ⽊ ⾦ 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 土 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング月曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 頭とからだの健康教室 10:00~ やわらかボール体操 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

10:00~ マシントレーニング入門 9:30~ 体⼒アップトレーニング 13:00~ バランス足腰 10:00~ マシントレーニング入門 13:15~ フリーマシントレーニング

22 11:00~ 健康トレーニング月曜日B 23 10:30~ ミニ健30火曜日A② 24 25 26 13:30~ はじめてマシン 27 15:00~ 春の男性ヨガ 28
13:30~ はじめてマシン 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 13:30~ ミニ健30⾦曜日A①

月 15:00~ 春の⼥性ヨガ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B ⽔ ⽊ ⾦ 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 土 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング月曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 頭とからだの健康教室

10:00~ マシントレーニング入門 9:30~ 体⼒アップトレーニング

29 11:00~ 健康トレーニング月曜日B 30 10:30~ ミニ健30火曜日A② 31
13:30~ はじめてマシン 11:30~ 健康トレーニング火曜日A

月 15:00~ 春の⼥性ヨガ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B ⽔
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

三田トレーニングだより5月号

みんなといきいき体操
1階敬⽼室/2階集会室B DVD放映のみ 定員13名 ※土曜日のみ14名

※土曜日のみ2階集会室Bにて実施いたします。

【毎週⽔、⽊、⾦】①11:30〜11:45 ②12:00〜12:15

【毎週土】①11:00〜11:15 ②11:30〜11:45

（開始15分前に会場にて整理券配布)

港区⽴三田いきいきプラザ
【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体

カレンダーの⾒⽅
︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

⿊字︓申し込みが必要
⻘字︓申し込み不要

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日版】 〒108-0014 港区芝4-1-17   TEL 03-3452-9421

フリーマシントレーニング
1階トレーニングルーム 各5名 ※当日参加制

①13:15〜13:45 ②14:00〜14:30

③14:45〜15:15 ④15:30〜16:00

（開始10分前に1階トレーニングルームにて参加者名簿に記載にて受付）
※当日の参加希望者多数の場合は抽選を⾏います。 はじめての⽅は職員までお声かけ下さい。

マシン4種類とエアロバイクを⾏います。（室内履きをご持参ください）

開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

土曜日体操教室
2階集会室B 定員14名 ※当日整理券制

（9︓00より、1階事務室にて整理券配布。）

整理券をお持ちの上、9︓45に集会室Bへお越しください。

参加希望者多数の場合は抽選となります。

⾃宅でできる簡単なトレーニングやストレッチを⾏います。

●いきいき体操ポイントカードについて
芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします。
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます。

※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です。
※1会計1枚、ご本⼈様のみ利⽤可能です。



神明トレーニングだより5月号
14:00~ はじめてのマシントレーニング 10:00~ マシントレーニング入門 14:00~ やさしいイストレ 15:50~ コア＆ダンベルトレーニング 14:00~ ズンバゴールド 10:30~ 朝トレ

1 2 13:00~ バランストレーニング足腰 3 4 5 6 15:30~ ズンバゴールド 7
15:00~ 頭とからだの健康教室 16:40~ ストレッチ

月 火 18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 動きやすいからだづくり 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30 10:30~ 朝トレ

8 11:00~ ミニ健30 9 10:00~ マシントレーニング入門 10 13:30~ 健康トレーニング 11 10:00~ マシントレーニング入門 12 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 13 11:00~ ミニ健30 14
13:30~ 健康トレーニング 13:00~ バランストレーニング足腰 14:00~ やさしいイストレ 14:00~ 健康トレーニング 13:30~ 頭とからだの健康教室A

月 14:00~ はじめてのマシントレーニング 火 15:00~ 頭とからだの健康教室 ⽔ 15:00~ ミニ健30 ⽊ 14:00~ はじめてのマシントレーニング ⾦ 14:00~ 肩こり予防改善 土 日
16:00~ ゴルフピラティス 16:00~ ミニ健30 15:50~ コア＆ダンベルトレーニング 15:00~ 頭とからだの健康教室B

18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 動きやすいからだづくり 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30

15 11:00~ ミニ健30 16 10:00~ マシントレーニング入門 17 13:30~ 健康トレーニング 18 10:00~ マシントレーニング入門 19 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 20 11:00~ ミニ健30 21 10:30~ 朝トレ
13:30~ 健康トレーニング 13:00~ バランストレーニング足腰 14:00~ やさしいイストレ 14:00~ 健康トレーニング 13:30~ 頭とからだの健康教室A 14:00~ ズンバゴールド

月 14:00~ はじめてのマシントレーニング 火 15:00~ 頭とからだの健康教室 ⽔ 15:00~ ミニ健30 ⽊ 14:00~ はじめてのマシントレーニング ⾦ 14:00~ 肩こり予防改善 土 15:30~ ズンバゴールド 日
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 16:00~ ミニ健30 15:50~ コア＆ダンベルトレーニング 15:00~ 頭とからだの健康教室B 16:40~ ストレッチ

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 動きやすいからだづくり 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30 10:30~ 朝トレ

22 11:00~ ミニ健30 23 10:00~ マシントレーニング入門 24 13:30~ 健康トレーニング 25 10:00~ マシントレーニング入門 26 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 27 11:00~ ミニ健30 28
13:30~ 健康トレーニング 13:00~ バランストレーニング足腰 14:00~ やさしいイストレ 14:00~ 健康トレーニング 13:30~ 頭とからだの健康教室A 14:00~ ズンバゴールド

月 14:00~ はじめてのマシントレーニング 火 15:00~ 頭とからだの健康教室 ⽔ 15:00~ ミニ健30 ⽊ 14:00~ はじめてのマシントレーニング ⾦ 14:00~ 肩こり予防改善 土 15:30~ ズンバゴールド 日
16:00~ ゴルフピラティス 16:00~ ミニ健30 15:50~ コア＆ダンベルトレーニング 15:00~ 頭とからだの健康教室B 16:40~ ストレッチ
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング

29 11:00~ ミニ健30 30 10:00~ マシントレーニング入門 31 13:30~ 健康トレーニング
13:30~ 健康トレーニング 13:00~ バランストレーニング足腰 14:00~ やさしいイストレ

月 14:00~ はじめてのマシントレーニング 火 15:00~ 頭とからだの健康教室 ⽔ 15:00~ ミニ健30
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 16:00~ ミニ健30

トレーニングルーム無料開放日

〒105-0013 港区浜松町1-6-7   TEL 03-3436-2500

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴神明いきいきプラザ 開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)

日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日版】

4階トレーニングルームにて整理券を開始10分前より配布しております。

カレンダーの⾒⽅
︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回
⿊字︓申し込みが必要
⻘字︓申し込み不要

月、⽔、⾦、土 13:00〜13:30（DVD放映＋オリジナル体操）
火、⽊ 13:00〜13:30（DVD放映＋練功⼗⼋法）
場所︓4階トレーニングルーム 定員︓16名
※12:50~ 4階トレーニングルームにて整理券を配布いたします

みんなといきいき体操 ●いきいき体操ポイントカードについて
芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします。
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます。

※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です。
※1会計1枚、ご本⼈様のみ利⽤可能です。



 ⻁ノ⾨トレーニングだより5月号
14:30〜 みんなの食と健口 14:00〜 はじめてマシン 14:00〜 頭とからだ(始) 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜 朝活サーキット＆ストレッチ

1 2 3 15:30〜 膝痛予防改善 4 5 6 7 14:00〜 フリートレーニング

15:00〜 ⾃主卓球

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜 朝活サーキット＆ストレッチ

8 10:45〜 ミニ健30① 9 11:00〜 健康トレーニング② 10 10:45〜 ミニ健30① 11 14:00〜 健康トレーニング② 12 10:15〜 ミニ健30② 13 14:00〜 健康トレーニング 14 14:00〜 フリートレーニング

11:45〜 ミニ健30② 14:00〜 はじめてマシン 11:45〜 ミニ健30② 15:45〜 春ののびのびヨガC 11:15〜 体⼒アップトレーニング 15:00〜 ⾃主卓球

月 18:00~ 姿勢改善ピラティス 火 ⽔ 14:00〜 頭とからだ ⽊ 16:45〜 春ののびのびヨガD ⾦ 14:00〜 はじめてマシン 土 日
15:30〜 膝痛予防改善 18:30〜 エアロステップ 17:30〜 肩腰すっきりエクササイズ

18:30〜 ゴルフのための身体づくり

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操

15 10:45〜 ミニ健30① 16 11:00〜 健康トレーニング② 17 10:45〜 ミニ健30① 18 14:00〜 健康トレーニング② 19 10:15〜 ミニ健30② 20 14:00〜 健康トレーニング 21 10:15〜 朝活サーキット＆ストレッチ

11:45〜 ミニ健30② 14:00〜 はじめてマシン 11:45〜 ミニ健30② 15:45〜 春ののびのびヨガA 11:15〜 体⼒アップトレーニング 14:00〜 フリートレーニング

月 14:30〜 みんなの食と健口 火 ⽔ 14:00〜 頭とからだ ⽊ 16:45〜 春ののびのびヨガB ⾦ 14:00〜 はじめてマシン 土 日 15:00〜 ⾃主卓球

18:00~ 姿勢改善ピラティス 15:30〜 膝痛予防改善 18:30〜 エアロステップ

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜 朝活サーキット＆ストレッチ

22 10:45〜 ミニ健30① 23 11:00〜 健康トレーニング② 24 10:45〜 ミニ健30① 25 14:00〜 健康トレーニング② 26 10:15〜 ミニ健30② 27 14:00〜 健康トレーニング 28 14:00〜 フリートレーニング

11:45〜 ミニ健30② 14:00〜 はじめてマシン 11:45〜 ミニ健30② 15:45〜 春ののびのびヨガC 11:15〜 体⼒アップトレーニング 15:00〜 ⾃主卓球

月 18:00~ 姿勢改善ピラティス 火 ⽔ 14:00〜 頭とからだ ⽊ 16:45〜 春ののびのびヨガD ⾦ 14:00〜 はじめてマシン 土 日
15:30〜 膝痛予防改善 18:30〜 エアロステップ 17:30〜 肩腰すっきりエクササイズ

18:30〜 ゴルフのための身体づくり

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング

29 10:45〜 ミニ健30① 30 11:00〜 健康トレーニング② 31 10:45〜 ミニ健30①
11:45〜 ミニ健30② 14:00〜 はじめてマシン 11:45〜 ミニ健30②

月 14:30〜 みんなの食と健口 火 ⽔ 14:00〜 頭とからだ
18:00~ 姿勢改善ピラティス 15:30〜 膝痛予防改善

トレーニングルーム無料開放日

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴⻁ノ⾨いきいきプラザ

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日版】 〒105-0001 港区⻁ノ⾨1-21-10   TEL 03-3539-2941

開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室

︓午後の教室

︓夜間の教室

(始)︓初回

(終)︓最終回

⿊字︓申し込みが必要

⻘字︓申し込み不要

月〜⾦ ①13:00~13:25 ②13:30~13:55（DVD放映＋オリジナル体操）
土・日・祝日 ①13:00~13:15 ②13:30~13:45（DVD放映のみ）
場所︓2階トレーニングルーム 定員︓10名
12:45~ 2階トレーニングルームにて①②両⽅整理券を配布いたします

みんなといきいき体操
トレーニングルーム無料開放⽇

区⺠の⽅は毎月第3日曜日に

トレーニングルームを

無料でご利⽤いただけます。

●いきいき体操ポイントカードについて
芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします。
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます。

※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です。
※1会計1枚、ご本⼈様のみ利⽤可能です。
※スタンプ満タンから６か月が有効期限となります。

GW特別レッスンを実施予定です︕

詳細はお電話または直前受付へお問い合わせください



三田だより5月号
9:30〜 おもてなしの茶道 13:00〜 臨床美術講座 13:30〜 初夏の歌謡コンサート 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 13:00〜 書道教室

1 13:00〜 ふれあい卓球① 2 3 4 10:30〜 エンジョイフラ︕ 5 11:00〜 囲碁(上級〜有段) 6 7
14:10〜 ふれあい卓球②

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00〜 みたまち倶楽部(始) 10:00〜 絵手紙教室① 10:00〜 書道教室 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜 日常英会話（初級)(始)

8 11:00〜 フラメンコ 9 11:10〜 絵手紙教室② 10 13:00〜 カラオケ① 11 13:00〜 コーラス 12 11:00〜 囲碁(上級〜有段) 13 11:00〜 日常英会話（中級)(始) 14
13:00〜 ふれあい卓球① 13:00〜 ペン字 14:10〜 カラオケ② 13:00〜 麻雀教室(始) 13:00〜 ビーズアクセサリー教室

月 13:30〜 スマホ講座(始) 火 15:30〜 日本語で歌うシャンソン ⽔ ⽊ ⾦ 14:00〜 フラダンス 土 日
14:10〜 ふれあい卓球②

9:30〜 おもてなしの茶道 13:00〜 ペン字 13:00〜 カラオケ① 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜 ヴォイストレーニング（初級)

15 13:00〜 ふれあい卓球① 16 17 14:10〜 カラオケ② 18 10:30〜 エンジョイフラ︕(終) 19 11:00〜 囲碁(上級〜有段) 20 11:00〜
ヴォイストレーニング
（中・上級) 21

13:30〜 スマホ講座 13:00〜 コーラス 13:00〜 書道教室

月 14:10〜 ふれあい卓球② 火 ⽔ ⽊ 13:00〜 麻雀教室 ⾦ 土 日

11:00〜 フラメンコ 10:00〜 絵手紙教室① 10:00〜 書道教室 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜 日常英会話（初級)

22 13:00〜 ふれあい卓球① 23 11:10〜 絵手紙教室② 24 13:00〜 カラオケ① 25 13:00〜 コーラス 26 11:00〜 囲碁(上級〜有段) 27 11:00〜 日常英会話（中級) 28
13:30〜 スマホ講座 15:30〜 日本語で歌うシャンソン 14:10〜 カラオケ② 13:00〜 麻雀教室 14:00〜 フラダンス

月 14:10〜 ふれあい卓球② 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

13:00〜 ふれあい卓球① 13:00〜 カラオケ①

29 13:30〜 スマホ講座 30 31 14:10〜 カラオケ②

14:10〜 ふれあい卓球②

月 火 ⽔
※お⾵呂のご利⽤は男性・⼥性共に

月・⽔・⾦の12:00〜18:30
（最終受付18:00まで）

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください♪

QRコードはこちら↑

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日 〒108-0014 港区芝4-1-17   TEL 03-3452-9421

港区⽴三田いきいきプラザ
【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体

開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

まーぶるカフェ営業情報 (月〜土まで営業中︕ / 日・祝は休業)

●5月休業予定日10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

11日（⽊）11:00-16:00（ラストオーダー15:30）

なし※以下の日は営業時間を変更させていただきます
●営業時間

31日（⽔）10:00-14:30（ラストオーダー14:00）
●朝ごはん予定日

10日（⽔）24日（⽔）
※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

毎年⽴春から数えて⼋⼗⼋夜となる日が“緑茶の日”になります。
今年は5月2日です︕

緑茶には、カフェイン（抗アレルギー作⽤）、カテキン（殺菌作⽤で⾝体を守る）、
テアニン（副交感神経を優位でリラックス効果）が含まれています。

⼋⼗⼋夜に茶ん摘んだお茶を飲んで⼀年無病息災に過ごしましょう︕。

栄養コラム〜緑茶について〜



神明だより5月号
10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 9:30~ 囲碁(初級~中級) 13:00~ 声の講座①

1 2 3 4 5 6 11:00~ 囲碁(上級~有段) 7 14:00~ 声の講座②

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ ヴォイストレーニング 9:30~ 茶道(表)① 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級) 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

8 10:00~ 絵手紙① 9 10:00~ 社交ダンス 中級 10 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 11 13:30~ 木曜ヨガ② 12 13:00~ 芝ピンポンケア教室 13 11:00~ 囲碁(上級~有段) 14 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

10:30~ 座タップダンス健康法 10:00~ 日常英会話 初級 13:00~ 社交ダンス 初級 14:00~ 美しいかなを書く② 13:30~ パステルアート教室 13:30~ ローズクラブ 13:00~ 声の講座①
11:15~ 絵手紙② 11:00~ 日常英会話 中級 13:30~ 茶道(表)② 13:30~ フラダンス入門 14:00~ 声の講座②
13:30~ アロマ＆ハーブ講座 13:00~ ふれあい卓球① 14:00~ 美しいペン字を書く 14:00~ ⽔墨画

月 13:30~ カラオケ 火 13:30~ 日常英会話 初級 ⽔ 14:00~ 栄養士講座 ⽊ ⾦ 土 日
14:20~ ふれあい卓球②
14:30~ 日常英会話 中級
17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ 日常英会話 初級 9:30~ 茶道(表)① 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級)
15 10:30~ 座タップダンス健康法 16 11:00~ 日常英会話 中級 17 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 18 13:30~ 木曜ヨガ① 19 13:00~ 芝ピンポンケア教室 20 11:00~ 囲碁(上級~有段) 21 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

13:30~ カラオケ 14:30~ 日常英会話 中級 13:00~ 社交ダンス 初級 14:00~ 美しいかなを書く① 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

13:00~ ふれあい卓球① 13:30~ 茶道(表)② 14:00~ 仏原語シャンソン 13:00~ 声の講座①
月 火 13:30~ 日常英会話 初級 ⽔ 13:30~ 俳句 ⽊ ⾦ 土 日 14:00~ 声の講座②

14:20~ ふれあい卓球②
17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

10:00~ 絵手紙① 10:00~ ヴォイストレーニング 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級) 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

22 10:30~ 座タップダンス健康法 23 10:00~ 社交ダンス 中級 24 13:00~ 社交ダンス 初級 25 13:30~ 木曜ヨガ② 26 13:00~ 芝ピンポンケア教室 27 11:00~ 囲碁(上級~有段) 28 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

11:15~ 絵手紙② 10:00~ 日常英会話 初級 14:00~ 基本の書 14:00~ 美しいかなを書く② 14:00~ ⽔墨画 13:00~ 声の講座①
13:30~ カラオケ 11:00~ 日常英会話 中級 14:00~ 仏原語シャンソン 14:00~ 声の講座②

13:00~ ふれあい卓球①
13:30~ 日常英会話 初級

月 火 14:20~ ふれあい卓球② ⽔ ⽊ ⾦ 土 日
14:30~ 日常英会話 中級
17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ 日常英会話 初級 10:30~ 英語でLet's sing(午前)
29 10:30~ 座タップダンス健康法 30 11:00~ 日常英会話 中級 31 13:00~ 社交ダンス 初級

13:30~ カラオケ 13:00~ ふれあい卓球①
13:30~ 日常英会話 初級

月 火 14:20~ ふれあい卓球② ⽔
14:30~ 日常英会話 中級
17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

体育館無料開放日

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴神明いきいきプラザ 開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)

日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日版】 〒105-0013 港区浜松町1-6-7   TEL 03-3436-2500

※お⾵呂のご利⽤は男性・⼥性共に
月・⽔・⾦の12:00〜18:30
（最終受付18:00）

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

体育館無料開放⽇

毎月第3日曜日は区⺠に体育館を
無料開放しております。

受付︓1階総合受付
今月の種⽬︓バスケットボール・卓球

道具はご持参ください。
譲り合ってのご利⽤にご協⼒お願いします。

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください

QRコードはこちら

コミュニティカフェ営業情報 (月〜日まで毎日営業しています)

●5月休業予定日10:00-17:00（ラストオーダー16:30）
なし※以下の日は営業時間を変更させていただきます

●営業時間

8日（月）
31日（⽔）

●朝ごはん予定日
6日（土）20日（土）

※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

3日（⽔･祝）
4日（⽊･祝）
5日（⾦･祝）

毎年⽴春から数えて⼋⼗⼋夜となる日が“緑茶の日”になります。
今年は5月2日です︕

緑茶には、カフェイン（抗アレルギー作⽤）、カテキン（殺菌作⽤で⾝体を守る）、
テアニン（副交感神経を優位でリラックス効果）が含まれています。

⼋⼗⼋夜に茶ん摘んだお茶を飲んで⼀年無病息災に過ごしましょう︕。

栄養コラム〜緑茶について〜

10:00-15:00
（ラストオーダー14:30）

10:00-16:00
（ラストオーダー15:30）



 ⻁ノ⾨だより5月号
14:00〜 ⽔墨画 9:15〜 囲碁入門・⽔曜 14:00〜 自主カラオケ

1 2 3 10:30〜 囲碁初級〜中級・⽔曜 4 5 6 7
11:45〜 囲碁上級〜有段・⽔曜

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00〜 書道 10:00〜 タンゴセラピー 15:00〜 ボイストレーニングA 13:30〜 詩吟 12:30〜 ビーズアクセサリー 9:15〜 囲碁入門・日曜

8 9 13:30〜 うさぎのキーホルダー作り講座 10 11 16:00〜 ボイストレーニングB 12 14:00〜 カラオケ 13 14 10:30〜 囲碁初級〜中級・日曜

17:30〜 ゆったり書道 11:45〜 囲碁上級〜有段・日曜

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00〜 透明⽔彩画（始） 10:00〜 タンゴセラピー 9:15〜 囲碁入門・⽔曜 15:00〜 ボイストレーニングA 13:00〜 俳句 14:00~ 薫⾵コンサート

15 14:00〜 ⽔墨画 16 13:30〜 ハンドメイド 17 10:30〜 囲碁初級〜中級・⽔曜 18 16:00〜 ボイストレーニングB 19 14:00〜 自主カラオケ 20 ※事前に申込が必要です 21
11:45〜 囲碁上級〜有段・⽔曜

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00〜 書道 10:00〜 タンゴセラピー 15:00〜 ボイストレーニングA 14:00〜 カラオケ 9:15〜 囲碁入門・日曜

22 23 13:30〜 アロマ＆ハーブ 24 25 16:00〜 ボイストレーニングB 26 27 28 10:30〜 囲碁初級〜中級・日曜

17:30〜 ゆったり書道 11:45〜 囲碁上級〜有段・日曜

月 火 ⽔ ⽊ ⾦ 土 日

10:00〜 タンゴセラピー

29 30 31

月 火 ⽔

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴⻁ノ⾨いきいきプラザ

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【4月25日版】 〒105-0001 港区⻁ノ⾨1-21-10   TEL 03-3539-2941

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください♪

QRコードはこちら↑

開館時間 月曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

マーブルカフェ営業情報 (月〜日まで毎日営業しています)

●5月休業予定日10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

8日（月）10:00-15:00（ラストオーダー14:30）

なし※以下の日は営業時間を変更させていただきます
●営業時間

20日（土）10:00-13:30（ラストオーダー13:00）
●いきいき朝ごはん予定日

13日（土）27日（土）
※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

※ お⾵呂のご利⽤は下記の通りです。

(男性) 月・⽔・⾦ (⼥性) 火・⽊・土

10:30〜18:30（最終受付18:00）

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

毎年⽴春から数えて⼋⼗⼋夜となる日が“緑茶の日”になります。
今年は5月2日です︕

緑茶には、カフェイン（抗アレルギー作⽤）、カテキン（殺菌作⽤で⾝体を守る）、
テアニン（副交感神経を優位でリラックス効果）が含まれています。

⼋⼗⼋夜に茶ん摘んだお茶を飲んで⼀年無病息災に過ごしましょう︕。

栄養コラム〜緑茶について〜

31日（⽔）10:00-15:00（ラストオーダー14:30）


