平日13時～16時
オープン
入退室自由

地域の皆さんの
憩いの場です。
お茶を飲みながら、
おしゃべりしたり
ゲームをしたりなど、
サロンでひと休み
しませんか？
お気軽にお立ち寄り
ください。

フリータイムは
申込み不要

申込み開始日

10月２4日（月）
朝９：００～
※サロンごとに申込み先が異なります。
※キャンセルの場合は、ご連絡をお願いします。

【
申込み・
問合せ】

プログラム参加の方へ

▼一番町・三崎町の申込み

千代田区社会福祉協議会
電話：０３‐３２６５‐１９０１
▼アキバ・和泉の申込み

アキバ分室
電話：０３‐６２８５‐２８６０
※いずれも月～金 9時～17時15分

もくじ

お知らせ
■お弁当の持ち込みなど、飲食可能です。
■滞在時間の制限はありません。
■サロン内では、マスクの着用をお願いします。
■体調の優れない方は、ご利用をお控えください。
■新型コロナウイルスの感染状況により、
サロンやプログラムが中止となる場合があります。

P２
P３
P４
P５
P６-８
P９
P１０,１１
P１２

一番町はあとサロン
三崎町ふれあいサロン
アキバみんなのサロン
和泉はあとサロン
ふれあいサロン
サロンニュース
ちよだ社協サロンMAP
サロンカレンダー

［住所］ 一番町１２（いきいきプラザ一番町１階）

火・金曜日(祝日はお休み)
１３時～１６時

［開室時間］

◆おいしいお茶を用意しています(無料)

◆お昼をお持ち頂き、お食事することもできます。

お知らせ
■「要予約」プログラムの予約は、電話か社協窓口で受付けます。
キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願いします。
連絡先：０３－３２６５－１９０１
フリータイムは
予約不要！
お気軽にお立ち
寄りください。
●定員 各回１名／４０分
●参加費 無料

●定員 １０名 ●参加費 無料

１１月１日（火）
１４時～１５時

要予約

東京家政学院高校の先生によるプログラム
です。皆さんSDGsについてご存
じですか？特製の人生ゲームで遊
びながら社会問題や環境問題を
学びましょう！

１１月４日（金）
１１月１５日（火）
①１３時２０分～
②１４時～
③１４時４０分～

要予約

スマートフォンのお悩みについて、ボランティアスタッ
フが、楽しくお話しながら操作をサポートします！ご予
約お待ちしております♪
※当日はご自身のスマホをお持ちください。
※ご予約の際に、お使いのスマートフォンの機種と、
相談したい内容をお伝えください。

１１月１８日（金）
１３時３０分～１４時３０分

●定 員
●参加費

8名
無料

NPO法人ホープさんのご協力による手話に親しむプログラムです。挨拶や自己紹介などの簡単な
手話を覚え、実際に使ってみましょう♪経験のある方も初めての方も、楽しく手話を学ぶことが
できますよ。お気軽にご参加ください！

毎週火・金曜日 １３時～１６時
●定 員 1６名 ●参加費 無料
予約なしで楽しむことができます。ぬり絵や脳トレなどを用意しています。
２２日（火）14時頃～ レコード鑑賞会
サロンに置いてある様々なジャンルのレコードのなかから
お好きなレコードをリクエストして聞いていただけます♪
ご自宅にあるレコードを聞くこともできますよ。
レコードを聞きながら、素敵な時間を過ごしませんか？

２

要予約

[住所］ 神田三崎町３‐１‐１７
（三崎町二交差点・ラーメン店の並び）

三 崎 町

[開室時間］ 月・水・木曜日
１３時～１６時(祝日はお休み)

◆おいしいお茶を用意しています(無料)

◆お昼をお持ち頂き、お食事することもできます。

お知らせ

フリータイムは
予約不要！
お気軽にお立ち寄
りください。

■「要予約」プログラムの予約は電話か社協窓口で受付けます。
キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願いします

連絡先 ０３-３２６５-１９０１

■ ２日（水）１７日（木）は、ふれあいサロン開催、３日（木）２３日（水）は、祝日のためお休みです。
※ふれあいサロンの詳細は7ページをご参照ください。

１１月１０日（木） 要予約
健 康 教 室 １３時３０分～１５時
座ってできる♪

手芸 ①１１月１４日（月）
タイム ②１１月２４日（木）
いずれも１３時３０分～１５時

●定 員 ３名
●参加費 無料

●定 員
●参加費

イスに座り、中国武術の要素を取り入
れながら、じっくり体をほぐしていき
ます。当日は動きやすい服装・靴でお越しください。

ます。

「リボンレイ」と「お花のブローチ」
の２つの作品からおひとつ選んで楽し
むことができます♪
当日は細めの針と糸をお持ちください。

１１月９日（水）１４時～１５時３０分
●定員 ４名 ●参加費 無料

毎回様々な手法で、楽しく色や形に触れていきます。
何を作るかは当日のお楽しみ♪思いのままに自由に創作しましょう！
お気軽にご参加ください。

１１月２８日（月）１４時～１５時
ゲームサロン

●定員 ６名 ●参加費 無料
リズムに合わせて太鼓を叩く「太鼓の達人」で楽しく脳トレ！
その他、脳トレが楽しめるゲームもあります！

１３時～１６時

フリータイム
●定員

６名

●参加費

要予約

※なるべくお釣りのないようにお願いし

※マスクを着用しての運動にご協力をお願いします。
※人気プログラムのため、参加者は抽選とさせていただき
ます。参加希望の方は、１０月２８日（金）までにお申し
込みください。前日までに抽選結果をご連絡いたします。

あそびじゅつ
の
じかん

各６名
１５０円

無料

７日（月）１６日（水）２１日（月）
２８日（月）３０日（水）
大人気のブロックスもあります！ぜひお立ち寄りを♪
３

要予約

[住所] 外神田1-1-13（万世橋出張所6階）
[開室時間]

水・金曜日（祝日はお休み）
1３時～16時

◆おいしいお茶を用意しています。(無料)

【利用対象】区内在住の方ならどなたでもOK！ ◆お昼をお持ち頂き、お食事することもできます。

お知らせ

■２３日（水）は、祝日のためお休みです。
■「要予約」プログラムは、電話かアキバ分室窓口で
受付けます。
キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願いします。

フリータイムは
予約不要！
お気軽にお立ち
寄りください。

連絡先：03-6285-2860（アキバ分室）

ポチ袋を作ろう！

ソーシャルグッドロースターズの

要予約

コーヒーセミナー

１１月１１日（金）

１１月２５日（金）

１３時３０分～１４時３０分

１４時～１５時

●定員

６名 ●参加費

１００円

メッセージカードの封筒
やお年玉入れとして使え
るポチ袋を一緒に手作り
してみませんか？
ご参加お待ちしています。
※写真はイメージです。

●定 員
●参加費

要予約

１０名
３００円

障がいのあるバリスタや焙煎士が活躍する、
神田錦町の「ソーシャルグッドロースターズ」
にご協力いただきます。
コーヒーの美味しい淹れ方を知って、コーヒー
ライフを楽しみましょう！

囲碁サロン 毎週水曜日 １３時１５分～１５時３０分
※片付けを含む時間です。
※23日（水）は、祝日のためお休みです。

●定 員
●参加費

８名
無料

囲碁仲間とお誘いあわせて、お気軽にご参加ください。
１６日（水）は、囲碁ボランティアがいます。一緒に囲碁を楽しみましょう。

フリータイム

毎 週 水 ・ 金 曜 日 １３時～１６時
※２５日（金）は、コーヒーセミナーのためお休みです。

●定 員
●参加費

１５名
無料

お茶を飲みながらおしゃべりしたり、ボードゲームを楽しんだりと自由に
過ごすことができます。お気軽にお越しください！

９日（水）将棋サロン
13時30分～15時は、将棋ボランティアがいます。
一緒に対戦しましょう♪ぜひご参加ください。

１1日（金）ミシンの時間

1８日（金）切手整理サロン

14時～15時は、ミシンを使うことができます。
①14時～14時25分
（１名）
②14時30分～14時55分 （１名）
※事前にお問合せ先（03-6285-2860）へ
ご連絡をお願いします。

使用済み切手の周りをはさみで切ったり、
仕分けたりします。
４

[住所] 神田和泉町１-５-１０（和泉会館２階）
[開室時間]

火・木曜日(祝日はお休み)
１３時～１６時

◆おいしいお茶を用意しています（無料）◆お昼をお持ち頂き、お食事することもできます。
和泉サロンは
コチラの2階！！

お知らせ

■サロンプログラムの予約は、電話か窓口
（アキバ分室）のみで受付けます。
キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願いします。
連絡先：03-6285-2860（アキバ分室）
●定 員
●参加費

フリータイムは
予約不要！
お気軽にお立ち
寄りください。

●定 員 ５名
●参加費 １００円

各６名
無料

１１月１０日（木）２４日（木）１１月１５日（火）
１３時３０分～１５時
１３時３０分～１５時３０分

久しく会っていないあの人に、ご自身
の気持ちを絵手紙にしたためてみません
か？１１月は「年賀状づくり」をします。
墨と水彩絵の具、消しゴムハンコなどを
使って作品を仕上げます。

毎月第２、第4木曜日に行っています。
ボランティアが囲碁のルールやコツを教えるの
で、初めての方も、もっと腕を
あげたい方も誰でも歓迎です。
ご予約は不要ですので、お気軽
にお立ち寄りください。

●定 員 ６名
●参加費 無料

要予約

●定 員 ７名
●参加費 無料

要予約

要予約

１１月１７日（木） １１月２２日（火）
１３時３０分～１５時
ニンテンドースイッチでカラオケをします。
感染症対策のため、当日は間隔を空ける、
マスク着用での歌唱などご協力をお願いし
ます。

１３時００分～１４時００分
開場時間：１２時５０分
高齢者活動センターの同好会プープーヒ
ヌヒヌさんによるウクレレ演奏会です。
「ハワイアンパラダイス」や「アロハオ
エ」などのハワイアンソングを演奏しま
す。ウクレレのソロ曲や、歌に合わせた
演奏、フラダンスも披露します。ウクレ
レの演奏で癒されましょう♪

●定 員 各回１名／４５分
●参加費 無料
要予約

毎週火・木曜日
１３時～１６時

１１月２９日（火）
①１３時３０分～
②１４時１５分～

●定 員 各６名 ●参加費 無料

上智大学の学生さんがスマートフォンのお悩みにつ
いてサポートします。学生さんが楽しく丁寧に教え
ますので、お気軽にご予約ください♪

数独や塗り絵などの脳トレや、ボードゲームを用
意しています。お茶を飲みながらの
んびりすることもできますよ。ご予
約不要ですので、お気軽にお立ち寄
りください。

※当日はご自身のスマホをお持ちください。
※ご予約の際に、お使いのスマートフォンの機種と
質問内容をお伝えください。
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ちよだのふれあいサロン

※６０歳以上の方が参加できるものを掲載しています。

ふれあいサロンは住民やボランティアの皆様が運営しているサロンです。高齢者向けや、家族介
護者向け、だれでも参加できるものなど、様々な内容のサロンがあり、毎月定期開催しています。
※ボランティアや会場の都合により、変更がある場合がございます。詳しくはお問合せください。

ドレミの丘
毎週火曜日

ふれあいサロン・ココ
９日（水） １４時～１５時３０分

10時～12時

参加費：無料 定員：１０名

参加費：３００円 申込不要・入退室自由

お話ししながら、小物づくりを楽しみましょう♪

１１月は「株式会社パソナグループ」の皆さん

会場：アーツ千代田３３３１（神田６-１１-１４）

にご協力いただき、『楽しく学べる！運動と食

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

事で健康について考えよう』を行います。
会場：こもれび千桜１階千桜ホール（神田東松下町２２-１）

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

ふれあいいきいきサロンヒルフェ

ふれあいサロン・神田

１４日（月）１０時～１１時

１５日（火） １４時～１５時３０分

参加費：無料 申込不要・入退室自由

参加費：３００円 申込不要・入退室自由

脳トレをしたり、お茶を飲んだりして楽しく過

１１月は「脳トレ＆塗り絵」を行います。

ごすサロンです。

みんなで楽しくおしゃべりしましょう♪

会場：神田公園区民館４階洋室（神田司町２-２）

会場：こもれび千桜１階千桜ホール（神田東松下町２２-１）

問合せ：０９０-５８２６-９３５４（申込担当）

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

四季の会

ふれあいサロン万世

１７日（木） １４時～１５時

１８日（金） １３時３０分～１５時

参加費：２００円

参加費：３００円

定員：１０名

定員：１０名

みんなで楽しく小物を作ります！

プログラムは来てからのお楽しみ！参加者の皆

※定員の都合でキャンセル待ちとなる場合があります。

様には大変好評です。見学大歓迎です！

詳しくはお問い合わせください。

会場：旧今川中学校１階（鍛冶町２-４-２）

会場：万世橋区民館８階（外神田１-１-１３）

問合せ：３８６５-３５１７（申込担当）

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

ふれあいサロンクローバー

掲載しているふれあいサロンの情報は
令和４年１０月１０日時点のものです。

１１月はお休みです。
活動については下記よりお問い合わせください。

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

…令和４年度新規登録サロン
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１１月のサロン

※新型コロナウイルスの感染拡大の影響
により各団体主催のサロンの開催を中止
する場合がございます。ご了承ください。

サロン♡ランプの灯（介護者の方向け） 日本茶サロン チャチャ庵！
１０時３０分～１２時
参加費：２００円

１５日（火）１３時３０分～１４時３０分

介護や普段の生活に関する茶話会を行います。

温かい日本茶と和菓子をご用意し、お待ちして

会場：三崎町ふれあいサロン（神田三崎町３-１-１７）

おります♪

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

会場：三崎町ふれあいサロン（神田三崎町３-１-１７）

２日（水）

参加費：１００円 定員：５名 ※要予約

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

かがやき隊

さくらの会
１７日（木）１３時３０分～１５時

２１日（月）１４時３０分～１５時３０分

参加費：１００円

参加費：３００円

定員：６名

定員：１５名

顔料を使って楽しく絵手紙づくりを行います。

「冬を元気に乗り切るために指先をおしゃれに

会場：三崎町ふれあいサロン（神田三崎町３-１-１７）

～ハンドケアとカラフルネイルケア～」を行います。

問合せ：０９０-３８７８-０１９６ (申込担当)

会場：一番町はあとサロン（一番町12）
問合せ：０８０-１３４２-４１６３（申込担当）

虹の丘

そばの実会

２５日（金）１３時～１５時

１１月はお休みです。

参加費：１００円

活動については下記よりお問い合わせください。

申込不要・入退室自由

コーヒーを飲みながら楽しくお話ししましょう！

問合せ：６２６５-６５２２（ちよだ社協 ボランティア係）

会場：三好弥ビル１階（外神田５-４-２）
問合せ：０９０-６０４５-００１９（申込担当）

ふれあいサロンハーモニー

地域の中で居場所型サロンを
つくりませんか？
高齢者向けや、誰でも参加できる
サロンなど、サロンの運営をご検
討の際はご相談ください。
詳しくはちよだボランティアセン
ターまでお問い合わせください☆
TEL : 03ｰ６２６５－６５２２

１１月はお休みです。
活動については下記よりお問い合わせください。

問合せ：０９０ー２６５ー２８３６９（申込担当）
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１１月の
介護予防型ふれあいサロン
※６０歳以上の方が参加できるものを掲載しています。
介護予防型ふれあいサロンは、住民やボランティアの皆様が運営している介護予防の体操を行う
サロンです。毎月定期開催しています。※ボランティアや会場の都合により、変更がある場合が
ございます。詳しくはお問合せください。
※新型コロナウイルスの感染拡大の影響により各団体主催のサロンの開催を中止する場合がございます。
ご了承ください。

イーグルクラブ

ちよだ元気クラブ
毎週火曜日 １３時３０分～１４時３０分

毎週水曜日 1０時～1１時３０分

参加費：１０００円/６ヵ月

※２３日はお休みです。

会場：スポーツセンター（内神田２-１-８）

参加費：５００円（初回のみ）

申込み：０９０-５５４２-９３２６ (申込担当)

会場：こもれび千桜１階（神田東松下町２２-１）
申込み：０９０-４９１０-９４５８ (申込担当)

エクサゴールド

バーディ木曜会

毎週火曜日 1０時～１１時３０分
※２９日はお休みです。

毎週木曜日 1０時～１１時３０分

参加費：５００円/月

参加費：１０００円/月

会場：万世橋区民館（外神田１-１-１３）

会場：麹町区民館（麹町２-８）

申込み：０９０-８６４３-６９８８ (申込担当)

申込み：３２６１-１８８３ (申込担当)

にこにこ体操クラブ（月）

にこにこ体操クラブ（火）

毎週月曜日 1０時～１１時３０分

毎週火曜日 1０時～１１時３０分

参加費：５００円/月

参加費：５００円/月

会場：神保町区民館（神保町２-４０）

会場：神保町区民館（神保町２-４０）

申込み：０９０-４９１１-５９５２ (申込担当)

申込み：０８０-３４２６-５３５０ (申込担当)

ウォーキングの会
①ウォーキング：第１火曜日 ／ ②体 操：第２・４火曜日
いずれも 1０時～１１時３０分 参加費：② 2００円/回
会場：①近隣公園等 ／

②富士見区民館（富士見1-6-7） 申込み：３２６８-３１９２(申込担当)

※参加希望の方は右記番号より留守番電話もしくはFAXにてご連絡ください。

★介護予防型体操サロンを始めませんか？？★

介護予防のための運動の活動に、参加者の交流や見守りの要素を加えて、サロン活動
として運営しませんか？詳しくはちよだボランティアセンターまでお問い合わせください☆
問合せ：03-6265-6522（ちよだボランティアセンター）
８

歌とギターの演奏会＠一番町

その２ 脳トレやぬり絵

数独やクロスワードなどの脳トレプリントや、ぬり絵をご用
意しています。はあとサロンに通って脳トレ習慣を身に付け
ましょう！

はあとサロンでは様々なボードゲームをご用意しています。
特に人気なのは、4名対戦の「ブロックス」ルールは簡単で
すが、奥が深いんです。1度ハマったら抜け出せません。

その４ ボランティアさんとお話

➌み➋➌

は➊➋➌

➌り➋➌

➊❷➌＝？

はあとサロンのフリータイム
は予約不要でご利用いただけま
す！今回はフリータイムの利用
についてご紹介します。

9

日（火）歌とギターの

解答は各はあとサロン、アキバみんなのサロン、
三崎町ふれあいサロンまでご来所のうえ、
職員にお尋ねください。
正解者には、ささやかなプレゼントを
ご用意しております♪

12

い➊➋➌

実家で飼っている犬が今年の 月
歳になります。犬種はポメラニ

？に入る単語は何でしょう。

アンとチワワのミックス犬で、名前
は「ごま」です。以前までは「お散
歩」という言葉を聞くと飛びついて
来たのですが、最近はのんびり歩い
て近寄ってきます。そんな姿も可愛
くてこれからも元気に長生きしてほ
しい思います。皆さんはペットを
飼ったことはありますか？皆さんの
ペットや好きな動物についてサロン
でお話しましょう♪（小池）

で

サロンクイズ ！

17

月

演奏会を行いました。ゲストは
千住の音楽活動家・萩原守男さ
んです。「たそがれの銀座」や
「里の秋」などの歌唱曲のほか
「コーヒールンバ」などのギター演
奏もありました。一番町サロンでの
開催は、約 年ぶりとなり、萩原さ
んとの再会に感激する参加者の
方も！情熱的なギターの音色と歌声
で会場は盛り上がりました♪

日（水）ヘルマンハープ琴

ヘルマンハープ演奏会＠アキバ
月

はあとサロンにはボランティアや職員が常駐しています。
コロナ禍で人と話す機会が減ってしまった方もいるかと思い
ます。サロンでたくさんお話しましょう♪
▲どこのサロンでも
流行中のブロックス

その３ ボードゲームで熱戦を繰り広げる！

▲脳トレの種類もたくさん

3

和さんによる演奏会を行いました♪
こちらの演奏会は毎回大好評で、今
回もたくさんの参加者が集まりまし
た。「荒城の月」や「ムーンリ
バー」などを演奏しました。秋の情
景が思い浮かぶ美しい音色に癒され
ました。

コーヒーやお茶をご用意しています。
おやつの時間には、ちょっとしたお菓子もお配りしています♪
お友だちと誘い合わせてくるのもいいですね。
▲一番町サロンでは
レコード鑑賞ができます

27

21

フリータイムの過ごし方
その１ のんびりカフェタイム

9
9

➌アキバみんなのサロン

❶一番町はあとサロン
一番町はあと
サロン

アキバ
みんなのサロン

➋

➌➍

➍

➋

電

車：半蔵門駅5番出口または
麹町駅５・６番出口から徒歩５分
風ぐるま：「いきいきプラザ一番町」下車
住
所：一番町１２(いきいきプラザ一番町1階)
開室時間：火・金 １３時～１６時 ※祝日除く

➍

➋三崎町ふれあいサロン
三崎町
ふれあいサロン

➐

➊➊

➌

JR水道橋駅

➎

電

車：JR秋葉原駅電気街口から徒歩３分
小川町駅・淡路町駅Ａ３出口から徒歩７分
地下鉄神田駅6番出口から徒歩5分
風ぐるま：「万世橋出張所」下車
住
所：外神田1-1-13（万世橋出張所・区民館6階）
開室時間：水・金 １３時～１６時 ※祝日除く

➍和泉はあとサロン
和泉
はあとサロン

ふれあいサロン一覧
電

車：JR水道橋駅西口から徒歩10分
地下鉄神保町駅Ａ２出口から徒歩10分
風ぐるま：「西神田コスモス館」下車 徒歩２分
住
所：神田三崎町3-1-17
（三崎町二交差点・ラーメン店並び）
開室時間：月・水・木 １３時～１６時 ※祝日除く

介護予防の体操サロン
詳しい内容は７ページをご覧ください。
➊バーディー木曜会（麹町区民館）
➋にこにこ体操クラブ（月）・（火）
（神保町区民館）
➌ちよだ元気クラブ（スポーツセンター）
➍エクサゴールド（万世橋区民館）
➎イーグルクラブ（こもれび千桜１階）

10

詳しい内容は６～７ページをご覧ください。
➊かがやき隊
➎ふれあいサロン万世／
（一番町はあとサロン）
ふれあいサロンハーモニー
➋ふれあいサロンクローバー （万世橋区民館）
➏ドレミの丘
（富士見区民館）
（アーツ千代田３３３１）
➌そばの実会／さくらの会／ ➐虹の丘
サロン♡ランプの灯／
（三好弥ビル）
日本茶サロン チャチャ庵！
（三崎町ふれあいサロン） ➑ふれあいサロン・ココ／
ふれあいサロン・神田
➍ふれあいいきいきサロン
（こもれび千桜）
ヒルフェ
❾四季の会
（神田公園区民館）
（旧今川中学校）

電

車：JR秋葉原駅昭和通り口から徒歩１０分
地下鉄岩本町駅A4出口から徒歩１２分
風ぐるま：「和泉公園入口前」下車 徒歩５分
住
所： 神田和泉町１-５-１０（和泉会館2階）
開室時間：火・木 １３時～１６時 ※祝日除く

1１

サロン★プログラムカレンダー
●開室時間：１３時～１６時
●対象：千代田区在住の６０歳以上の方
(一番町・三崎町・和泉)

お気軽に
お立ち寄りください

※アキバみんなのサロンは、区内在住の方なら
どなたでもご利用いただけます。
予約が必要なプログラムは、事前にご予約をお願いいたします。
※色ごとにサロンを分けて表示をしています。下記色分けを参考にご覧ください。

【お問い合わせ】千代田区社会福祉協議会
一番町はあとサロン

月

三崎町ふれあいサロン

地域支援係 tel：03-3265-1901
アキバ分室 tel：03-6285-2860
アキバみんなのサロン

和泉はあとサロン

火

水

木

金

土

日

１

２

３

４

５

６

人生ゲーム
フリータイム

フリータイム

スマホちょこっと相談

文化の日

囲碁サロン

フリータイム

フリータイム

フリータイム

７

８

９

10

11

フリータイム

フリータイム

あそびじゅつの
じかん

健康教室

フリータイム

フリータイム

囲碁サロン
フリータイム

ポチ袋を作ろう
ミシンの時間
フリータイム

16

17

18

フリータイム

14
手芸タイム

21

15
スマホちょこっと相談

フリータイム

将棋・囲碁サロン

絵手紙づくり
フリータイム

フリータイム

カラオケサロン
フリータイム

切手整理
フリータイム

22

23

24

25

手芸タイム

フリータイム

レコード鑑賞会
フリータイム
アロハタイム
フリータイム

勤労感謝の日

28

29

30

ゲームサロン
フリータイム

フリータイム

フリータイム

フリータイム

スマホちょこっと相談

囲碁サロン

フリータイム

フリータイム
１２

19 20

手話ふれあい会
フリータイム

フリータイム
囲碁サロン

12 13

囲碁サロン
フリータイム

コーヒーセミナー

26 27

