
※詳細は各教室のちらし、市広報をご覧ください。

※申し込み方法：電話またはＦＡＸ、窓口にてお申込みください。

令和 4年度 地域包括支援課 介護予防教室のご案内 (表)

教室名

いきいき教室
高齢者の健康づくりと介護予防のための教室です。

体操や脳トレ、制作活動などを行います。

≪対 象≫要介護認定を受けていない65歳以上の市民

ノルディック・ウォーク
ストックを持ち地面を突きながら歩きます。

全身運動となり、足腰にかかる負担を軽減できます。

≪対象≫要介護認定を受けていない65歳以上の市民

場所

・

時間等

コミュニティセンター栄

１０：００～１１：３０

（受付９：45～）

①五所川原市役所

②五所川原市中央公民館

③五所川原市民学習情報センター

１３：３０～１５：００

（受付１３：１５～）

金木公民館

１０：００～１１：３０

（受付９：45～）

保健センター市浦

１３：３０～１５：００

（受付１３：１５～）

【五所川原地区】

菊ヶ丘運動公園

(12月～3月:つがる克雪ドーム)

【金木地区】

芦野公園

【市浦地区】

大沼公園

９：３０～１１：００ （受付９：００～）

＊12月～3月…１０：００～１１：３０ （受付９：３０～）

４月 14日 (木)：① 22日 (金)：① ８日 (金)・２８日 (木)
１２日 (火)

２６日 (火)
１８日 (月)

５月 12日 (木)：① 27日 (金)：① １０日 (火)・２４日 (火)
１７日 (火)

３１日 (火)
３０日 (月)

６月 3日 (金)：③ 24日 (金)：② １０日 (火)・２７日 (月)
１４日 (火)

２８日 (火)
２０日 (月)

７月 15日 (金)：③ 22日 (金)：① ８日 (金)
１２日 (火)

２６日 (火)
１１日 (月)

８月 2日 (火)：③ 26日 (金)：③ ２２日 (月)
9日 (火)

２３日 (火)
２２日 (月)

９月 2日 (金)：① 29日 (木)：①
５日 (月)※午前実施 ６日 (火)

２７日 (火)
５日 (月)

８日 (木)

10 月 21日 (金)：② １３日 (木)
４日 (火)

２５日 (火)
１７日 (月)

11 月 17日 (木)：② 25日 (金)：② １０日 (木)・２１日 (月)
８日 (火)

２２日 (火)
１４日 (月)

12 月 8日 (木)：① 16日 (金)：② ５日 (月)・１４日 (水)
１２日 (月)

２６日 (月)
５日 (月) ※金木公民館

１月 13日 (金)：③ 27日 (金)：③
６日 (金) １６日 (月)

３０日 (月)
２３日 (月)

２４日 (火) ２３日 (月)※午前実施

２月 3日 (金)：③ 17日 (金)：③ １４日 (火)
１３日 (月)

２７日 (月)
２０日 (月) ※金木公民館

３月 3日 (金)：② 16日 (木)：② ６日 (月)
１３日 (月)

２７日 (月)
２０日 (月)

【お問い合わせ・申し込み】 五所川原市地域包括支援課

☎35-2111(内線：２４６３) ＦＡＸ ３４－１０１８



いきいき出前講座

老人クラブや地区での集まり等に専門職が出向いて、高齢者の健康づく

りや生きがいづくりを応援します。

開催希望の２ヶ月前までに下記の講座メニューから希望する講座を選

び、申込用紙を提出してください。

申込書は地域包括支援課窓口または市ホームページよりダウンロードで

きます。 ※土日祝祭日は要相談

◆講座メニュー◆

◆講師◆
保健師、社会福祉士、介護支援専門員、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、

健康運動指導士、歯科医師、歯科衛生士、ヨガインストラクター、レクリエーショ

ンインストラクター、３色パステルアートインストラクター、音読トレーナー など

Ａ． 運動 運動機能向上、転倒防止のための体操・筋トレ・ストレッチなど

Ｂ． 栄養・口腔
・口腔機能向上のための歯と口の健康づくりのお話

・高齢期の食事と栄養について

・歯科健康診査

Ｃ． 認知症・

介護予防全般

・認知症の正しい知識と対応についてのお話

・認知症サポーター養成講座 ・もの忘れチェック

・脳トレ、レクリエーション、制作活動など

・高齢期の健康づくりのポイントについてのお話

Ｄ． 権利擁護
・成年後見制度って何？

・高齢者の虐待防止について

Ｅ． 感染予防
・感染予防について

・正しい手洗いの方法について

F． その他 上記以外の希望する内容

(裏)

教室名

ゆーゆー元気教室
椅子に座りながら行う運動教室です。運動が苦手な人でも大

丈夫！楽しみながら無理せず運動習慣を身につけましょう。

≪対象≫要介護認定を受けていない65歳以上の市民

場所

・

時間等 １３：３０～１４：３０（受付１３：１５～）

４月 ２０日 (水)・２７日 (水)

５月 １１日 (水)・２６日 (木)

６月 １５日 (水)・２１日 (火)

７月 ２０日 (水)・２７日 (水)

８月 １０日 (水)・２４日 (水)

９月 ２１日 (水)・２８日 (水)

10 月 ６日 (木)・２０日 (木)

11 月 １６日 (水)・３０日 (水)

12 月 ７日 (水)・２１日 (水)

１月 １８日 (水)・２５日 (水)

２月 １日 (水)・１５日 (水)

３月 １日 (水)・２２日 (水)

無料

【お問い合わせ・申し込み】 五所川原市地域包括支援課

☎35-2111(内線：２４６３) ＦＡＸ ３４－１０１８

五所川原市中央公民館


