
                 

 

 

令和 5年度 成年・高年者事業 カレンダー 開館時間：９：００～２２：００ 

５月 

東尾久本町通りふれあい館 
運営：労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 

 ふれあい館に関するアンケートはこちらです→ 

荒川区東尾久２丁目３７番１４号 

電 話   ０３‐３８９３‐８００１ 
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1 2 3 4 5 6 7 

 詩吟 サロンは サロンは サロンは 絵手紙 サロンは 

踊り 

ダーツ 
ふまねっと 

ご利用 

できます 

ご利用 

できます 

ご利用 

できます 
輪投げ 

ご利用 

できます 

8 9 10 11 12 13 14 

 詩吟 
書道 

カラオケ 
 

紙と遊ぶ 12 ヶ月
フラダンス 
大正琴 

 休館日 

踊り 

ダーツ ふまねっと コーラス部 
ボッチャ 

手芸 
太極拳 

輪投げ 

マジック講座 
 

15 16 17 18 19 20 21 

 詩吟 
書道 

カラオケ 
 

フラダンス 

大正琴 
絵手紙 サロンは 

踊り 

ダーツ ふまねっと  
からだづくり島 
ボッチャ 
手芸 

太極拳 
輪投げ 

イーストヴィレッジ 

ご利用 

できます 

22 23 24 25 26 27 28 

 詩吟 
書道 

カラオケ 
 

フラダンス 

大正琴 
  

踊り 

ダーツ ふまねっと コーラス部 
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おとなの e スポーツ 

太極拳 
輪投げ お休み 落語体験隊 

29 30 31 落語体験隊 ＠東尾久本町通りふれあい館 
あなたに楽しいひと時を。お誘い合せの上、是非ご参加ください。 

 【出演者】 落語体験隊の皆様（アマチュア団体） 

【日 時】 28日（日） 14時～16時 

【場 所】 3階 洋室 2 【対象】 全世代 

 【定 員】 先着 30名  【申込】 5月 1日（月）～ 

  
書道 

カラオケ 

踊り 

ダーツ ふまねっと みんなで昭和歌謡 

飲み会でも大活躍！簡単コインマジック講座 
【講 師】 渡辺省吾 先生 
【日 時】 １３日（土） 13時 30分～14時 15分 
【場 所】 2階  音楽室 【対 象】 18歳以上 
【定 員】 先着 10名 【申 込】 5月 1日（月）～ 

尾久ふれあい館との合同遠足を行います。 

詳しくは館内ポスターをご覧ください。 

【定 員】 10名（抽選）  

【申 込】 5月 2日（火）～ 【参加費】 1,500円 

 



【成年・高年者事業のご案内】 

事業者 曜日 時間 場所 申込状況 

踊り 月 13：00～15：00 洋室２ 定員に達しました（年間更新） 

ダーツ 月 13：30～15：00 洋室１ 定員に達しました（年間更新） 

詩吟 火 10：00～12：00 いこい室 定員に達しました（年間更新） 

ふまねっと 火 13：30～14：30 洋室２ 定員に達しました（年間更新） 

書道 水 10：00～12：00 洋室１ 定員に達しました（年間更新） 

カラオケ 水 10：00～12：00 洋室２ 
定員に達しました（3 ヶ月更新） 

今年度は 6月・9月・2月募集予定 

コーラス部 
第２・４ 

水 13：15～14：45 洋室２ 
定員に達しました（6 ヶ月更新） 

今年度は 9月募集予定 

ボッチャ 木 13：30～15：00 プレイルーム 
定員に達しました（6 ヶ月更新） 

今年度は 9月募集予定 

手芸 木 13：00～15：00 いこい室 定員に達しました（年間更新） 

紙と遊ぶ 12 ヶ月 
第１ 

金 10：30～12：00 創作室 若干名募集中（年間更新） 

フラダンス 金 10：00～12：00 多目的室 定員に達しました（年間更新） 

太極拳 金 13：00～14：30 多目的室 定員に達しました（年間更新） 

大正琴 金 10：00～12：00 いこい室 定員に達しました（年間更新） 

絵手紙 
第１・３ 

土 10：00～12：00 いこい室 定員に達しました（年間更新） 

輪投げ 土 13：30～15：00 多目的室 定員に達しました（年間更新） 

【お申込受付中の事業の紹介】 

オンライン講話 からだづくり島 
～感覚器「視覚・聴覚」「味覚・嗅覚」～ 

【講 師】  日本リンパ学会 川島雅司 先生 

 【日 時】 ①１８日（木）・②25 日（木） 13 時 30 分～15 時 

 【場 所】 3 階 洋室 2  【対 象】 18 歳以上  

【定 員】 各回先着 12 名 【申 込】 5 月 1 日（月）～ 

みんなで昭和歌謡 
  昭和のヒット曲・歌謡曲を一緒に歌いませんか？ 

※その場で曲のリクエストにお答えするコーナーなどを予定しております。 

 【日 時】 31 日（水） 13 時 30 分～15 時 

 【場 所】 3 階 洋室 2  【対 象】 65 歳以上  

 【定 員】 先着 20 名   【申 込】 5 月 8 日（月）～ 

イーストヴィレッジ 
子どもと一緒に野菜を育てる菜園サークルです。 

みなさんの参加お待ちしています！ 

 【日 時】 20 日（土） 13 時 30 分～14 時 30 分 

 【場 所】 2 階 調理会議室  【対 象】 全世代 

【定 員】 先着 20 名  【申 込】 5 月 1 日（月）～ 

おとなの e スポーツ 
e スポーツで心もカラダもリフレッシュしましょう！ 

 【日 時】 26 日（金）   

①13 時 30 分～14 時 15 分 ②14 時 20 分～15 時 5 分 

 【場 所】 2 階 調理会議室  【対 象】 18 歳以上  

【定 員】 各回先着 6 名  【申 込】 5 月 1 日（月）～ 


