
               

                                
 
 
  

 

たたら荘職員によるレクリエーションシリーズ 

時間・場所は共通 

【時間】13時 30分～15時 00分 

【場所】多目的ホール 

 

頭を使うレクリエーション（脳トレ）定員 15名          

日にち ２７日（金） 

１８日（金）はガラス瓶アートを行いま

す（事前予約制です詳しくはたたら荘に

てお問い合わせください） 
 

体を動かすレクリエーション（体レク）定員 20名 

日にち １６日（月）・３０日（月） 
 

音を楽しむレクリエーション（音レク）定員 20名  

日にち ２３日（月） 
 

ディスコン 定員１８名 

日にち ６日（金）ディスコン大会（事前予約） 

１３日（金）・2０日（金） 

 

生き生きデイサービス（毎週木曜日）定員なし  

 

 

 

日にち ５日・１２日・１９日・２６日 

     

健康相談日 

看護職員による健康相談です。  

日 時 １２日（木）1３時 30分～1４時 30分 

１９日（木）1３時 30分～1４時 30分 

場 所 相談室 

 

生きがい相談日 

生きがいアドバイザーによる生活相談です。  

日 時 １７日（火）1３時～1６時 

３０日（月）1３時～1６時 

場 所 相談室 
 

   

 

 

 

 

書道教室  要申込  （定員 10名） 

日にち １月１１日（水）25日（水） 

時 間 10時 00分～1１時３0分 

場 所 多目的室 

参加費 600円（利用料込みです） 

 

ヨガ教室 

日にち １月２６日（木） 

時 間 1４時３0分～1５時３0分 

場 所 多目的室 

参加費 ５00円（利用料込みです） 

 タオル・飲料をご持参ください 

 

囲碁・将棋の日 

※他事業がある日は 12時まで又は 1２時～ 

日にち 毎週月曜日～土曜日 

時 間 9時～15時５０分 

場 所 講座室①（教養の間） 

   

 

   

 

 

１月号 仲 町 た た ら 荘 通 信  
【申込制の教室等について】 
下記の教室は事前に申込みが必要です。 

申込みはご本人が直接来館してください。 

電話申込みや代理申込みは受け付けません。 

定員になり次第締め切りとなります。 

 

書道教室※毎月第 2・４水曜日（定員 10名） 

日にち ２月８日（水）２２日（水） 

時 間 10時 00分～1１時３0分 

場 所 多目的室 

参加費 600円（利用料込みです） 

ヨガ教室 

日にち ２月１６日（木） 

時 間 1４時３0分～1５時３0分 

場 所 多目的室 

参加費 ５00円（利用料込みです） 

 

指定管理者：社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 

川口市老人福祉センター 仲町たたら荘 
住所 川口市仲町１５－１５ 

 電話 ０４８（２２９）４４４４  FAX ０４８（２９９）５５０８ 

たたら荘職員によるレクリエーションの 

受け入れ方法について 

 

脳トレ・体レク・音レク・ディスコンに

ついてはそれぞれ定員が決まっておりま

すのでこれまで同様午後 1 時の時点で定

員数を超えた場合はくじ引き抽選とさせ

ていただきます。 

（12時 55分においでください） 

なお、抽選で外れた方は同じ事業の次回

には優先的に参加出来ますのであらかじ

めご了承くださる様お願いします。 

多目的ホールで行いますので室内履きを

忘れずにお持ちください 

場所（多目的ホール） 

時間 13時 30分～14時 10分 

要申込  （定員２０名） 

【卓球ご利用再開についてのお知らせ】 

 

・ご利用は卓球台1台につき最大4名まで。 

（卓球台は 2台用意しております） 

・利用可能なスケジュール表はたたら荘に 

ご用意してあります。 

・利用に際しマスク着用・発声・消毒・・ 

その他に関してのルール厳守やご協力 

いただくことがありますのでご了承 

下さる様お願いいたします。 

・室内履きをご持参ください 

 

 



 
 

仲町たたら荘 電話 ０４８（２２９）４４４４ 

月 火 水 木 金 土 日

2 3 4 5 6 7

9:00～１２：００ 　　卓　球

　１2：００～15：４５ 13：30～　生き生きデイサービス 13：30～　ディスコン大会

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

相談室

9 10 11 12 13 14 15

 9:00～１２：００ 市の事業 書道教室 　　卓　球

　１2：００～15：４５ 卓球 卓球 13：30～　生き生きデイサービス 13：30～　ディスコン

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

相談室 13:30～健康相談

16 17 18 19 20 21 22

9:00～１２：００ 市の事業 市の事業 　　卓　球

　１2：００～15：４５ 13：30～　体を動かすレク 卓球 13：30～　瓶アート 13：30～　生き生きデイサービス 13：30～　ディスコン

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

相談室 13:30～生きがい相談 13:30～健康相談

23 24 25 26 27 28 29

9:00～１２：００ 市の事業 市の事業 書道教室 　　卓　球

　１2：００～15：４５ 13：30～　音楽レク 卓球 卓球 13：30～　生き生きデイサービス 13：30～　脳トレ

9:00～１２：００ 1４：30～　ヨガ教室

　１2：００～15：４５ 囲碁・将棋

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

相談室

30 31

 9:00～１２：００ 市の事業 市の事業
　１2：００～15：４５ 13：30～　体を動かすレク 卓球
9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

9:00～１２：００

　１2：００～15：４５

相談室 13:30～生きがい相談

多目的ホール

囲碁・将棋囲碁・将棋

講座室１

講座室2

囲碁・将棋

講座室２

講座室１

講座室１

講座室2

多目的ホール

囲碁・将棋

囲碁・将棋

講座室１

講座室２

多目的ホール

　　　　　　　　　　　　　　１月分予定表（案）　　　　　　　　   　　　　仲町たたら荘

多目的ホール

講座室１

講座室２

卓　球

卓　球

囲碁・将棋 囲碁・将棋

多目的ホール

成人の日（閉館）
囲碁・将棋

囲碁・将棋 囲碁・将棋

囲碁・将棋

囲碁・将棋

囲碁・将棋

囲碁・将棋 囲碁・将棋

囲碁・将棋

年始休み（閉館）

囲碁・将棋 囲碁・将棋

囲碁・将棋

卓　球

囲碁・将棋

卓　球

囲碁・将棋
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今年も元気で過ごしましょう‼ 


