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元気づくり教室

栄養改善教室

絵手紙と歌を楽しむ会 男の健やかクラブ（男性限定）

開 催 日 ４／８～１／13（金曜日） ４／14～３／16（木曜日）

時　　間 13：00～15：00 10：00～14：30

会　　場 宇奈月老人福祉センター 宇奈月老人福祉センター

定　　員 20名程度 30名程度

回　　数 全18回（月２回程度） 全12回（月１回）

内　　容 懐かしい歌をみんなで歌う、絵手紙制作 総合教室（筋トレ運動、ノルディックウォーク、
調理実習、そば打ちなど）

申込期間 ４／６～受付開始　＊定員まで随時 ４／６～受付開始　＊定員まで随時

送　　迎 申込時にご相談ください なし

参 加 費 絵手紙の道具やハガキにかかる実費 調理実習（そば打ちも含む）の日のみ１回500円

申 込 先 健康増進課（保健センター） 健康増進課（保健センター）

いきいきシルバー栄養教室

開 催 日 ４／25～９／26（月曜日）

時　　間 ９：30～12：00

会　　場 働く婦人の家（まいむ）

定　　員 15名程度

回　　数 全６回（月1回）

内　　容 健康チェック、栄養講義、調理実習

申込期間 ４／６～受付開始　＊定員まで随時

送　　迎 なし

参 加 費 １回500円

申 込 先 健康増進課（保健センター）

※各教室は予約制ですので、事前に電話申し込みをしてください。対象は65歳以上の方です。
※運動教室については、医師から運動を止められていない方が対象です。

《低栄養予防のポイント》
☆１日３食規則正しく食べよう
☆主食を忘れずに
☆主菜（肉や魚のおかず）をしっかりと
☆間食に牛乳・乳製品・果物などを
☆食欲がない時はおかずを先に
☆家族や仲間と楽しく食べよう

元気な高齢期を過ごすためには、
「食べること」が
介護予防の基本です

○元気なうちから介護予防を○
　あなたの生きがいや趣味はありますか？
　それを長く楽しむためには、健康な身体が大切です。
　いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために、
　元気なうちから介護予防に取り組みましょう！
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運 動 教 室

自分の体力に合った運動を選びましょう！
運動強度の目安→　☆…比較的活発　◇…ゆったり低体力向け　△…下肢筋力向上

自分に合った運動を！
※�心筋梗塞・脳卒中を最近６か月以内に起こした方や狭心症・心不全・重症不整脈のある方などは健康状態が
悪化するおそれがありますので、ご相談ください。
　ひざ・腰・脊椎などに疾患がある方は主治医の先生に、参加についてご確認ください。

☆元気湧くわく教室 ☆水曜健康クラブ

開 催 日

　　　　　【前期コース】　　　【後期コース】
①（月）　　６／６～10／24　　11／14～３／６
②（木）Ａ　６／９～10／６　　11／10～３／２
③（木）Ｂ　６／９～10／６　　11／10～３／２
④（金）　　６／10～10／21　　11／４～３／３

　　　　　　【４クール】
第１クール　４／６～６／22
第２クール　７／６～９／21
第３クール　10／５～12／21
第４クール　１／11～３／22

時　　間 （月）・（木）Ｂ・（金）　14：00～15：00
（木）Ａ　　　　　　　10：00～11：00 ９：15～10：30（運動時間は約１時間）

会　　場 総合体育センター 宇奈月体育センター

定　　員 （月）・（金）各30名程度、（木）Ａ・Ｂ　各25名程度 18名程度

回　　数 １コース15回（週1回） １コース11回（週１回）

内　　容 健康体操、水中ウォーキング、ニュースポーツなど 健康体操、筋力トレ運動、ニュースポーツ、トランポリンなど

申込期間 前期（５／９～５／20）＊先着順
後期（10／３～10／20）＊先着順

随時、事前登録必要
＊回数券（１回500円）で随時参加可能

送　　迎 なし なし

参 加 費 無料 年会費2,500円、受講料（１クール）2,200円　

申 込 先 健康増進課（保健センター） KUスポーツクラブWill　☎65－1993

◇シニアフォローアップ教室 ◇シニアゆったり健康クラブ

開 催 日

　【送迎ルート】　
①（月）　　６／13～２／27　東布施、田家、石田、前沢
②（木）Ａ　６／16～３／16　荻生、三日市、大布施、生地
③（木）Ｂ　６／９～３／９　若栗、三日市、村椿

５／12～３／23（木曜日）

時　　間 ９：30～11：30（運動時間は約１時間程度） ９：30～11：00（運動時間は約１時間程度）

会　　場 総合体育センター 宇奈月体育センター

定　　員 各コース15名程度 18名程度

回　　数 １コース16回（隔週：月２回） 全40回（週１回）

内　　容 転倒予防体操など 転倒予防体操など

申込期間 ４／６～４／28　＊先着順 ４／６～４／28　＊先着順

送　　迎 あり　＊送迎希望しない方はコースを選べます。 あり

参 加 費 無料 無料

申 込 先 健康増進課（保健センター） 健康増進課（保健センター）
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＊骨盤底筋をサポートする筋力体操教室は女性（65歳以上）が対象です。
＊水中ウォーキング教室の送迎を希望しない方はどのコースでも選べます。

◇脳いきいき体操教室 △骨盤底筋をサポートする筋力体操教室
開 催 日 ５／11～11／30（水曜日）＊８月中は休み ６／９～９／１（木曜日）

時　　間 ９：30～11：30（運動時間は約１時間程度） 14：00～15：00

会　　場 市民会館 市民病院　臨床スポーツ医学センター

定　　員 30名程度 20名程度

回　　数 全24回（週１回） 全12回（週１回）

内　　容 脳活性化体操、レクリエーション、脳トレ学習など 講義「尿失禁予防と治療について」、下半身の筋力を強化する体操ほか

申込期間 ４／６～４／28　＊先着順 ４／６～４／28　＊先着順

送　　迎 あり＊送迎希望しない方はコースを選べます。 なし

参 加 費 無料 無料

申 込 先 健康増進課（保健センター） 健康増進課（保健センター）

△水中ウォーキング（月曜コース） △水中ウォーキング（水曜コース）

開 催 日 ６／20～３／６（月曜日） 前期コース：５／25～８／10（水曜日）
後期コース：９／28～12／21（水曜日）

時　　間 13：00～14：00 14：00～15：30

会　　場 総合体育センター　温水プール等 スコール（魚津市本江）

定　　員 15名程度 12名程度

回　　数 全16回（隔週） １コース12回（週１回）

内　　容 水中運動、水中ウォーキングなど 水中運動、水中ウォーキングなど

申込期間 ４／６～４／28　＊先着順 前期：４／６～４／28　＊先着順
後期：８／10～８／31　＊先着順

送　　迎 あり：全地区対応 ルート：宇奈月地域、若栗、荻生、三日市、前沢

参 加 費 無料 無料

申 込 先 健康増進課（保健センター） 健康増進課（保健センター）

オグリン

みらーれＴＶで
おなじみの体操を
地域のみなさんで

一緒にやってみませんか？

「シャキっと体操」で介護予防
　誰でも簡単に出来る「シャキっと体操」は、
転倒予防・ひざの痛み・腰痛の予防に効果的
です。
　週１回続けて行い、運動の効果を実感しま
しょう。
　体験を希望する方は、保健センターにご連
絡ください。
　参加人数をお知らせいただくと、体験後に
「シャキっと体操ポスター」を差し上げます。
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地域の健康づくり

元気アップ教室（口腔編：運動編）
＊�高齢者がいつまでも健やかに地域で暮らせるよう、要介護状態になることを予防するために、運動と口
腔機能を向上させることを目的として実施します。お気軽にご参加ください。

日　程

地　　区 会場名 口腔編
13：30～14：30

運動編
13：30～15：00

生　　　地 コミュニティセンター ６月27日（月） 10月３日（月）

石　　　田 石田交流プラザ ８月８日（月） 12月12日（月）

田　　　家 親水の館 ９月12日（月） 12月19日（月）

村　　　椿 村椿公民館 ７月27日（水） 11月21日（月）

大　布　施 大布施公民館 ６月22日（水） 10月31日（月）

三　日　市 三日市公民館 ９月26日（月） 12月５日（月）

前　　　沢 農村環境改善センター 調整中 ８月１日（月）

荻　　　生 荻生の館 ８月29日（月） 11月28日（月）

若　　　栗 若埜ふれあいセンター ７月25日（月） 11月14日（月）

東　布　施 生活改善センター ７月13日（水） 10月24日（月）

宇奈月温泉 宇奈月公民館 ７月４日（月） 11月７日（月）

内　　　山 内山とちの里 ６月13日（月） ９月27日（火）

音　　　澤 音澤公民館 ５月23日（月） 10月11日（火）

愛　　　本 愛本交流館 ８月24日（水） 11月30日（水）

下　　　立 下立まちおこしセンター ６月28日（火） 11月８日（火）

浦　　　山 浦山交流センター ６月６日（月） ９月30日（金）

口腔編 … 講義・健口体操など　　　　歯科衛生士
運動編 … 講義・簡単な体操など　　　健康運動指導士

介護予防地域型リハビリ事業
地域の高齢者主体のグループで運営される介護予防活動を保健センターが支援します。楽しく交流できるレク
リエーション、定期的な介護予防（運動・栄養・口腔ケアなど）の取組みを計画されるグループの代表の方は、
お気軽にご相談ください。

内　容

＊どなたでもお気軽にご参加ください。
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認知症予防

認知症予防教室（読み・書き・計算）
◎簡単な「読み・書き・計算」で脳をいきいきと元気にさせます。
◎週に１回の教室で学習サポーターや仲間との交流を楽しみます。

まちなか元気塾 脳活くらぶ

日　　程 通年（４月～３月） ６月～１月

開 催 日 毎週木曜日　＊火曜・金曜も対応可能 毎週水曜日

時　　間 13：00～15：00 Ａ班13：00～15：00／Ｂ班14：00～16：00

会　　場 オレンジカフェまちなか（三日市大町商店街） 宇奈月老人福祉センター

定　　員 特になし 24名

回　　数 週１回 週１回

内　　容 簡単な「読み・書き・計算」、レクリエーション 簡単な「読み・書き・計算」、レクリエーション

申込期間 随時
＊初めての方には無料体験できます。

４／６～４／28　
＊初めての方には体験会有り（５／25）

送　　迎 申込時にご相談ください 申込時にご相談ください

参 加 費 月謝4,000円（教材資料、カフェ利用料含む） 教材資料代2,000円

申 込 先 オレンジカフェまちなか☎57－3115 健康増進課（保健センター）

認知症講演会
認知症について正しい理解を深めるために、講演会を予定しています。
★決まり次第、広報、ケーブルTVなどでお知らせします。

休日在宅当番医

休日在宅当番医は、市内の20施設の医療機関のご協力により実施しています。
【診療時間】日曜・祝日の９：00～17：00
※毎月の当番医は、広報くろべ、市ホームページでご確認ください。

休日在宅当番医協力市内医療機関

池田リハビリテーション病院 石坂外科内科医院 岩井整形外科医院 岩田クリニック

大橋耳鼻科・眼科クリニック オークレディスクリニック 金田クリニック きょうクリニック

くらた皮ふ科クリニック こいずみクリニック 桜井病院 杉井外科胃腸科医院

高桜内科医院 たまの整形外科クリニック 藤が丘クリニック 藤森内科医院

堀川皮膚科クリニック 牧野胃腸科クリニック むらおかクリニック 吉澤内科医院


