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プログラムは人数調整のため予約制となっております。
ご予約は前日までにお電話でお願いいたします。

14:00~14:40
15:00~15:40

活動室PM㊡

ぬりえ

14:00~15:00
マスクは必ずご着用ください。検温、
アルコール消毒、健康チェック票の
記入にご協力ください。発熱(37.0℃
以上)や風邪の症状がある方は利
用をご遠慮いただく場合がございま
す。

ご相談について

面談をご希望の方もまずはお電話でご
連絡ください。日程を調整させていただ
きます。

電話相談  10:00-17:00 

予約

ＩＴ (予約制)

〒134-0083 　東京都江戸川区中葛西2-8-3  2Ｆ　　

　学校法人滋慶学園  東京福祉専門学校   地域活動・相談支援センターかさい

FAX 03-3877-1681 TEL 03-5679-6445 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西2-8-3 2F

↑
いつものはこっち

“SIESTA”シエスタは
スペイン語でお昼寝の意味です

http://bg-patterns.com/

https://pixabay.com/
無料写真素材です　海外テイスト強め
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日 月 火 水 木 金 土

活動室の時間 13:00～18:00
10:00～11:30

13:00～18:00
13:00～18:00

10:00～11:30

13:00～18:00

10:00～11:30

13:00～18:00

28 29 30 31 1 2 3

閉館 閉館

4 5 6 7 8 9 10

閉館 閉館

卓球

13:00～14：00

元気回復行動プラン

14:00～15:15

（予約制）

活動室

15:30～18:00

IT講座

①14:00～14:40

②15:00～15:40

（予約制）

活動室PM休み

11 12 13 14 15 16 17

閉館 閉館

ガーデニング

14:00～

（予約制）

18 19 20 21 22 23 24

閉館

閉館

卓球

13:00～14：00 閉館

閉館

25 26 27 28 29 30 1

閉館 閉館

IT講座

①14:00～14:40

②15:00～15:40

（予約制）

活動室PM休み

https://pixabay.com/


 
9月内容
卓球、IT、WRAP実施
ガーデニング告知
実習生コメント
本貸し出し
散歩告知※延期
防災訓練※延期
ピアやりました

マナティ通信 編集後記

ぬりえ(予約制)
     5日と19日

新型コロナウイルスの感染が拡
大しています。センターご利用
の際は引き続き感染防止にご協
力をお願いします。

８月号のマナティは８匹でした。
今月も見つけてね～♪

このプログラムはこんな対策！

〇参加者は手袋を着用！

〇一人ひとり離れた机で実施！

〇職員はマスク、フェイスシールドを着用！

このプログラムはこんな対策！

〇参加者は手袋を着用！

〇職員、ボランティア講師は
　マスク、フェイスシールドを着用！

〇講師は参加者との距離をとるために指さし棒を活用！

 ①14:00~14:40
 ②15:00~15:40時間 14:00~15:00

 12日と26日
　(二部制)
    

IT講座(予約制)

日時は来月号をお待ちください。ご予約、お問い合わせは受け付けております。

草とりお手伝い求む

   ９月１０日と２４日

    時間 (二部制)
   ①14:00~14:40
   ②15:00~15:40

👉活動室の時間変更  

　 13:00～16:00の開所となります。 

　  午前は利用出来ません。 

👉卓球の利用中止  

　 再開の際はまたお知らせします。 

東京都の新型コロナウイルス新規
感染者数が急増しています。それ
に伴いセンターの利用に一部変更
がございます。引き続き感染拡大
防止にご協力をお願いします。

利用者の皆様へ 

当 センターのホームページが、 不

具合により、一部表示および更新

が出 来ない状 況にありましたが、

現在は復旧し通常どおりにご利用

いただける状況となっております。 

みなさまに、たいへんご 迷 惑 をお

かけしましたことを深くお詫び申し

上げます。 

復旧のお知らせ 

卓球復活🔥 

10月6日と27日 
13時～14時 

運動不足の 
解消に 

参加する方は消毒や感染対策に協力をお願いします。

活動室のお知らせ

園芸プログラム

センターで 
植物を一緒に 

育ててみませんか？  

http://bg-patterns.com/?p=1647
http://illust-hp.com/
https://illustknock.com/

ほらぱれっと

新型コロナウイルスの感染が拡
大しています。センターご利用
の際は引き続き感染防止にご協
力をお願いします。

マスクの着用

検温、
健康チェック票の記入

面談は電話
もしくはオンラインで

ソーシャルディスタンス
1テーブル1人まで

共有物に触れる時は
ゴム手袋を

手の消毒

感染症への対策とお願い

5月実施予定 

園芸プログラム

土いじりは 
体にいいんだぞ～ 
参加してね 

短い間でしたが、お世話になりました。
利用者の皆様が優しく迎え入れてくださりとても嬉しかったです。
資格を取れるように勉強を頑張ります。 M.S

沢山お話する中で、自分の知らない事を教えていただいたり、一緒にクイズを
行ったりして学びあり楽しさありの時間でした！ありがとうございました！ N.Y

8日間という短い間でしたが、ありがとうございました。
みなさんとのお話はとても楽しい時間で、あっという間に過ぎてしまいました。
お話した中で学んだことや、新たな発見を今後も大切にしていきます！ N.Y

④Y.K甘い物をたくさん食べたいです。皆様とお話し出来るのを楽しみにしてい
ます。

    季節の変わり目は風邪を引きやすいので
                          体調管理に気をつけて行きましょう。        平野                                                   

防災訓練

日時 9月14日

8月にセンターで実習を行っていた東京福祉専門学校の学

生さん3名からコメントをいただいています！

みなさんお疲れ様でした！

本の貸出しについて  

9/1(木)から活動室本棚の  

書籍の貸出しをはじめました！  

7泊8日の期間での貸出しとなります。  

 

ご希望の方は、 

お気軽に職員にお申し付けください。 

IT講座予約ルールについて
 

ガーデニング 9/15 (金) 14:00～

今回もボランティアの方に教わりながら植え替え 

を行います。皆さんでセンターを華やかにしましょう！ 

ぜひご参加ください！ 

短い間でしたが、お世話になりました。
利用者の皆様が優しく迎え入れてくださり
とても嬉しかったです。
資格を取れるように勉強を頑張ります。                  M.S

沢山お話する中で、自分の知らない事を教えて頂いたり、
一緒にクイズを行ったりして学びあり楽しさありの時間でした！
ありがとうございました！                                       N.Y

8日間という短い間でしたが、ありがとうございました。
みなさんとのお話はとても楽しい時間で、あっという間に過ぎて
しまいました。お話した中で学んだことや、新たな発見を今後も
大切にしていきます！                                           N.Y

IT講座、元気回復行動プラン、卓球
実施いたします！

９月定期プログラムのお知らせ

①14:00~14:40
②15:00~15:40

 9日と30日

　(二部制)
    

IT講座(予約制)

※予約は9/1からです！

IT講座 卓球 元気回復行動プラン

 6日と20日
　    
13:00~14:00

   14:00～15:15
（予約制）

 ※活動室利用

   15:30～18:00

  8日    

※終了後に消毒作業が  
あります

http://bg-patterns.com/?p=1647
http://illust-hp.com/
http://illust-hp.com/

