
こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気で自立
した生活が長く送れるように、体操や認知症予防のレクリエー
ションを楽しみながら、介護予防ができる教室を開催していま
す。（どなたでも自由に参加できます）

いきいき健康教室日程いきいき健康教室日程

2月 4日（木）
2月10日（水）
2月12日（金）
2月16日（火）

2月18日（木）

2月22日（月）
2月26日（金）

寒川ふれあいプラザ
大川公民館
鴨部ふれあいプラザ
志度保健センター
みろくふれあい市場内
コミュニティーセンター
小田ふれあいプラザ
津田保健センター

時間：10時から11時30分

2月 5日（金）
2月 9日（火）
2月15日（月）
2月19日（金）

志度公民館 末分館
鴨庄ふれあいプラザ
造田ふれあいプラザ
志度武道館

時間：13時30分から15時

元気な

うちから

介護予防
!

○憩いの場（どなたでも自由に参加できます）
　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集える場として、
参加者と一緒に体操や歌、脳トレゲーム等を行っています。

“介護予防サポーター”をご存知ですか？
「介護予防・健康づくりを通して、一緒に楽しい時を築き、人と寄
り添い、地域を支える存在」です。
地域の皆様からの、お話ボランティアや出前講座のお申し込みを

お待ちしています！

介護予防サポーター活動紹介介護予防サポーター活動紹介

2月15日（月） 長尾保健センター
時間：10時から11時30分

2月18日（木） 寒川ふれあいプラザ
時間：13時30分から15時

【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

○お話ボランティア（津田地区）
外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑顔で楽
しい時間を過ごしています。
○出前講座（市内全地区）
自治会やサロン等から依頼を受けて、介護予防の話、歌や体
操、ゲーム等を皆さんと一緒に楽しみます。

※新型コロナウイルス感染症等の状況により中止する場合は、音声告知放送でお知らせします

自治会やご近所、ご友人の集まりなど、身近な場所で仲間と、いきいき健康教室を体験してみませんか。
肩こりや腰痛・膝痛予防の体操や口腔体操、認知症予防に効果のあるレクリエーションなども学べます。
人数や会場、内容や回数などについて、まずはお気軽にご相談ください。

いきいき健康教室　“出前教室”　も開催しています
地域の方からのご依頼をお待ちしています！

【問・申】社会福祉協議会 日盛の里　☎（087）890-1151

場　　所

連 絡 先

開館時間

ホームページ

Eメールアドレス

９時～１７時（最終日は16時まで）※主催者により変動あり

http://ew.sanuki.ne.jp/tenjikan/

sangawa_21th@yahoo.co.jp

21世紀館さんがわ　☎（0879）43－0780

生 涯 学 習 課　☎（0879）26－9974

寒川町石田東（寒川町B&G海洋センタープール東）

休 館 日 観 覧 料毎週月曜日 無料

◎開館時間、休館日は変更する場合があります。
◎展示作品を募集しています。ご希望の方は、上記連絡先へお問い合わせください。

【2月の催しもの（作品展示）のご案内】  
皆さまのご来館を、お待ちしております。

＜21世紀館さんがわ＞＜21世紀館さんがわ＞

↑詳しくはこちら

図書館
だより

◆おすすめの本

●ホームページ（PC）http://wwwe.pikara.ne.jp/sanuki-library
●開館時間　10：00～18：00 
【問】志度図書館　☎（087）814-2678　寒川図書館　☎（0879）43-6930

◆◆≪インターネット予約サービスをご存じですか？≫◆◆
読みたい本が貸し出し中のときに、ご自宅で、パソコンやスマホから予約をすることができます。事前に①図書館利

用登録　②パスワードの登録　③メールアドレスの登録と、図書館からのメールが受信できる設定をお願いします。
お仕事や家事で、開館時間に来られないという方、ぜひご活用ください。

おしらせ

【問･申】さぬき市志度音楽ホール　☎（087）894－1000

◆図書館カレンダー ・・・休館日
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◆志度図書館おはなし会とイベントの日時
1月23日（土）10：30 おはなし会（どんぐり）
2月  6日（土）14：00 おはなし会（カンガルーランド）
2月27日（土）10：30 おはなし会（どんぐり）

◆寒川図書館おはなし会とイベントの日時
2月20日（土）10：30 おはなし会（秋桜）

＊イベントは感染症の状況により中止になることがあります。

2020年4月7日、政府は緊急事態宣言を初めて発令しました。首相が異例の外
出自粛を求め、「日本」が止まりました。少なくない企業が経営危機の瀬戸際に立
ち、資金繰りに奔走しました。既存の秩序は崩れ、ビジネスの常識は上書きされて
いく。「暗黒の火曜日」から始まった経済ロックダウン。
「1つの企業が6～8割のシェアを取る世界になる」「新しいリスクの出現で、都市
構造は変わらざるを得ない」「新型コロナは生き方改革を生むだろう」その現実
を、経験と知識に裏打ちされた30人以上のキーパーソンが語っています。
アフターコロナのニューノーマルを知るための一冊です。日経クロステック編・

島津 翔ほか著
日経BP

2月17日（水）～2月28日(日）
　今回で３回目となる本展示会は江戸健氏から市へ寄贈していただ
いた作品を、市民の皆さまに身近でお楽しみいただけるよう館内に
集結しました。

 

『アフターコロナ　見えてきた7つのメガトレンド 』

1月11日（月）～2月15日（月）
休　　館

催し物募集中 展示をご希望の方はお問い合わせ下さい。

さぬきの画家たち
～受け継がれる美の世界Ⅲ～

江戸健遺作展

元気の 教室のご案内
【参加できる方】 •市内在住の65歳以上の方　•介護保険制度の居宅サービスを利用していない方（要介護認定者は要相談）
【回数】 週1回程度
【元気になる「からくり」内容】
①筋力アップ体操 ②お口の健康 ③認知症予防

体力・筋力アップは
今からでも！

口の健康は健康寿命
を延ばすカギ！

みんなで笑って
楽しい時間♬

利用時間：5時間程度
自己負担：300円＋実費（昼食）
昼食あり、送迎は希望者

１日コース

利用時間：2時間程度
自己負担：200円
昼食なし、送迎は希望者

半日コース

コースを選びましょう！

【教室を1箇所選べます】

【寒川ふれあいプラザ教室の様子】

 白川明日歌メゾソプラノリサイタル 白川明日歌メゾソプラノリサイタル

ゆうひコンサート　～ふるさと～ゆうひコンサート　～ふるさと～

開催日：2月7日（日）開演14時（開場13時30分）
会　場：さぬき市志度音楽ホール
料　金：1,000円（全席自由）
プログラム
中田喜直 / さくら横ちょう・霧と話した・ねむの花　
滝廉太郎 / 組歌「四季」より

“花” ”納涼“ ”月“ ”雪“
J.ブラームス / ことづて・歌の調べのように・子守歌　他

ピアノ：図子史子　ソプラノ：役田綾音

（声楽＆ピアノアンサンブル：田井友香・
宮川優子・寺島弘城・田中夕也・香川弘美）
開催日：2月21日（日）開演14時（開場13時30分）
会　場：さぬき市志度音楽ホール
料　金：1,000円（全席自由）
プログラム
武満　徹/小さな空　
大中寅二/椰子の実

小林秀雄/落葉松
松村崇継/いのちの歌 他

チケット販売所：さぬき市志度音楽ホール・生活環境課・総合支所（寒川
　　　　　　　庁舎）・長尾公民館・大川公民館・津田公民館
※感染症拡大防止のため、「公演の変更・中止」、「入場者数の制限」をす
　る場合があります。

New Artists Recital Vol.35

アンサンブル・シリーズ Vol.1

<1日コース>
•「ハーティヴィラ亀鶴」（長尾西）
•「さぬき市社会福祉協議会 福祉の里」（昭和）
<半日コース>
•「デイサービスセンターゆたか」（昭和）：午前
•「ハーティヴィラ亀鶴」（長尾西）：午前
•「特別養護老人ホーム香東園」（寒川町石田西）：午後
•「ヌーベルかんざき」（寒川町神前）：午後
•「寒川ふれあいプラザ」（寒川町石田西）：午前・午後
•「鴨部ふれあいプラザ」（鴨部）：午前・午後
•「クアタラソさぬき津田」（津田町鶴羽）：午前
•「介護老人保健施設ポタラの森」（志度）：午前
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