
令和５年度版

一般介護予防事業の案内

富士宮市では６５歳以上の富士宮市民とその支援者を対象に

一般介護予防事業を開催しています。

１０年後も元気に暮らせるように今日から介護予防(健康づくり)

重症化予防に取り組みましょう！

富士宮市公式ウェブサイトにも掲載しています。

問合せ 富士宮市健康増進課健康増進係

電話 ０５４４－２２－２７２７

おかけ間違いにご注意ください

富士宮市 一般介護予防事業
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実施内容

１ 運動で体力向上、転倒予防、疼痛予防改善等をしたい

（１）『転倒骨折予防教室』 病院・介護保険施設・スポーツ施設で運動

（２）『骨盤底筋トレーニング』 医療機関・寄り合い処で尿漏れ予防

（３）『筋肉若返り塾』 保健センターで筋力トレ

（４）『スロトレ』 区民館・公民館等での筋トレ

（５）『筋トレ指導』『転倒予防』『ひざ痛腰痛予防』 寄り合い処で運動

（６）『やさしい筋トレ教室』 イオンモール富士宮で筋トレ

２ 認知機能低下を予防したい（遅らせたい、重症化を予防したい）

（１）『転倒骨折予防教室』『脳活性化レク』『認知機能低下予防運動教室』

病院・介護保険施設・スポーツ施設で、運動やレクリエーション

（２）『脳トレ運動講座』 公民館等で認知機能低下予防（コグニサイズ等）

（３）『たのしい脳トレ教室』 イオンモール富士宮で脳トレ

３ 健康づくり（介護予防）等を学びたい

（１）『転倒骨折予防講座』『高齢者学級』『女性学級』

公民館等で運動・栄養改善・口腔ケア等

（２）『フレイルチェック＆講話』『低栄養予防』『８０２０健口指導』『人生会議』

『お薬出前講座』『ゲートキーパー養成講座』寄り合い処で健康づくり

４ 健康づくりや介護予防について相談したい

（１）『健康相談（予約制）』 保健センター(健康増進課)で相談

（２）『フレイルチェック＆講話』 寄り合い処で相談

５ 介護予防ボランティアの活動をしたい

（１）筋トレ応援隊（筋トレ）、脳トレの会（認知機能低下予防）、８０２０推進員

（口腔機能低下予防）、ななくさ会（食生活改善）の養成講座を実施

６ 近所の人とお話ししたい、交流したい

（１）地域寄り合い処 お近くの会場へ（予約不要）
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一般介護予防事業は、次のようなデザインに基づいて、実施しています。

※フレイルとは、身体（口腔機能、栄養状態、運動機能等）が『弱くなっている状態のこ

とを指します。しかし、早く介入すれば元に戻る可能性があります。高齢者のフレイル

は、生活の質を落とすだけでなく、さまざまな合併症も引き起こす危険があります。市

では、このフレイルの予防・改善に資する事業を展開しています。

『転倒骨折予防教室』注

病院・介護保険施設・スポーツクラブを会場に８～１２回コース（週１回２～３

か月）で転倒予防運動（ストレッチ、スロトレ、認知機能低下予防運動）や口腔体

操・食事バランスチェックを行います。

参加条件：屋内移動・排泄動作が自立している人

『認知機能低下予防運動教室』注

病院を会場に８～１２回コース（週１回２～３か月）で認知機能低下予防運動（コ

グニサイズ等）を中心に行います。

参加条件：屋内移動・排泄動作が自立している人

「要支援・介護者を増やさない」「支え手を増やす」ためのデザイン

支え手として協力

　　ボランティア

卒業の受け皿・地域生活者への復帰 　　運動サークル

　　自治会

　　老人会

【介護予防の必要性】

【

元
気
度

】

高

高 低

　　　　フレイル　　　　　　　　　　　　　プレフレイル　　　　　　　　　元気高齢者

スロトレ

脳トレ　等
適切な介護予防ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス 社会参加

一般介護予防事業

適切なケアマネジメント

転倒骨折予防・認知機能低下予

防運動教室、スロトレ、脳トレ

※

「要支援者・要介護者を増やさない」「支え手を増やす」ためのデザイン
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注 『転倒骨折予防教室』『認知機能低下予防運動教室』について

介護保険サービス利用者の参加については、ケアプランに「なぜ、一般介護予

防事業に参加する必要があるのか」「参加によりサービスを利用する人の生活を

どのように変えていきたいのか」等を「筋力アップ」「外出を増やす」等の抽象

的な表現でなく、より具体的な言葉（「（予後予測により介護保険サービスからの

卒業が可能と考えられる人には）教室の参加によって、介護保険サービスを卒業

し、地域資源を活用した生活に戻る」等）で目的・目標等を明確に記載し、実施

施設に提出するとともに参加後の効果検証を行い、ケアプランの修正を行ってく

ださい（＝適切なケアマネジメント）。実施施設に提出したケアプランは、富士

宮市に提出されます。

『脳活性化レクリエーション』

介護保険施設を会場に月１回認知機能向上・低下予防を目的に３Ａ（明るく、頭

を使って、諦めない）方式の脳活性化レクリエーションを実施します。

参加条件：屋内移動・排泄動作が自立している人

『骨盤底筋トレーニング』

医療機関を会場に骨盤底筋機能低下に伴う尿漏れ予防改善指導を月１回実施し

ます。毎回申込が必要です。

参加条件：屋内移動・排泄動作が自立している人

地域寄り合い処でも実施します。

『筋肉若返り塾』

筋トレ応援隊（介護予防ボランティア）が講師となり、富士宮市保健センターの

機能訓練室を会場に週１回４回コースのマシントレーニング講習会（水曜日）を行

っています。講習で合格した人は、週１回の自主トレーニングに参加できます（期

間１年）。

参加条件：介護保険の通所サービスを使っていない人

（ボランティア指導のためケアプランへの記載は不要ですが、トレーニングの介助

はありません）
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『スロトレ』

公民館や区民館等を会場に原則週１回「少ない回数でしっかり効く筋トレ：スロ

ートレーニング」を実施します。運動強度は、実施回数で調整可能です。

まずは、見学から始めてみましょう。

『転倒予防』『ひざ痛腰痛予防』

富士・富士宮地区の理学療法士等が寄り合い処等に出向き、「転倒」や「ひざや

腰の痛み」の予防改善についての運動等を紹介します。

『筋トレ指導』

筋トレ応援隊（介護予防ボランティア）が、自宅で出来る筋力トレーニング・ス

トレッチ・歩き方等を紹介します。

『脳トレ運動講座』

脳トレの会（介護予防ボランティア）が、認知機能低下予防に効果的なコグニサ

イズ・脳活性化レクリエーション等を紹介します。

『８０２０健口指導』

８０２０推進員（介護予防ボランティア）が、８０歳で２０本歯を残すことをは

じめ、歯と口の健康づくりのための口腔体操やレクリエーションを紹介します。

『低栄養予防』

富士宮市食育ボランティアななくさ会（介護予防ボランティア）が、低栄養にな

らない食事のとり方について紹介します（調理実習はありません）。

『転倒骨折予防講座』

富士宮市健康増進課が、４回コースで転倒予防・運動器の機能向上・栄養改善・

口腔ケア・認知機能向上等について、講話・実技指導を実施します。

『高齢者学級』『女性学級』

富士宮市健康増進課が、高齢者の健康管理など健康づくりにかかわる講話・実技

を実施します。
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『健康相談（予約制）』

保健センター(健康増進課)で健康全般・栄養・歯科・運動等について予約制の健

康相談を実施します。

『フレイルチェック＆講話』

富士宮市健康増進課が、フレイルチェックを行い、予防改善に関する講話、高齢

者の健康管理に関する相談等を行います。

『やさしい筋トレ教室』

筋トレ応援隊（介護予防ボランティア）が

イオンモール富士宮１階さくらコートで

ストレッチ・筋トレ等をやさしく紹介します。

『たのしい脳トレ教室』

脳トレの会（介護予防ボランティア）が

イオンモール富士宮１階さくらコートで

認知機能低下予防運動等をたのしく紹介します。

『人生会議』

地域包括支援センターが、もしもの時、自分の望む医療・介護を事前に家族等と

話し合う取組を紹介します。

『お薬出前講座』

富士宮市薬剤師会が、薬の正しい使用方法、保管方法、病気の予防、災害への備

え等を紹介します。

『ゲートキーパー養成講座』

富士宮市健康増進課が、悩んでいる人への声のかけ方や聞き方などを紹介します。

『地域寄り合い処』

身近な通いの場です。ご近所さんと交流できます（予約不要）。



 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

市全域

5月2日(火)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

5月3日(水)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:45-14:45 送迎：なし

申込4/3(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

5月5日(金)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:30-14:30 送迎：なし

申込4/3(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

5月9日(火)転倒骨折予防教室 フジヤマ病院

14:30-15:30 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、54-1211
（フジヤマ病院）１２回コース

5月11日(木)転倒骨折予防教室 グラーダ小泉

12:50-13:50 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、29-7400
（グラーダ小泉）１２回コース

5月12日(金)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

5月13日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部外神

13:30-14:30 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、29-7142
（機能訓練倶楽部外神）１２回コース

5月13日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部野中

13:30-14:30 送迎：要相談

申込4/3（月)9時～、21-9970
（機能訓練倶楽部野中）１２回コース

8月1日(火)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース､8/15休

8月1日(火)転倒骨折予防教室 フジヤマ病院

14:30-15:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、54-1211
（フジヤマ病院）１２回コース､8/15休

8月2日(水)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:45-14:45 送迎：なし

申込7/3(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

8月3日(木)転倒骨折予防教室 グラーダ小泉

12:50-13:50 送迎：要相談

申込7/2(月)9時～、29-7400
（グラーダ小泉）１２回コース

8月4日(金)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース､8/11休

8月4日(金)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:30-14:30 送迎：なし

申込7/3(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

8月5日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部外神

13:30-14:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、29-7142
（機能訓練倶楽部外神）１２回コース､9/23休

8月5日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部野中

13:30-14:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、21-9970
（機能訓練倶楽部野中）１２回コース､9/23休

11月1日(水)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:45-14:45 送迎：なし

申込10/2(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）８回コース

11月2日(木)転倒骨折予防教室 グラーダ小泉

12:50-13:50 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、29-7400
（グラーダ小泉）８回コース

11月3日(金)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:30-14:30 送迎：なし

申込10/2(月)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）８回コース

11月4日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部外神

13:30-14:30 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、29-7142
（機能訓練倶楽部外神）８回コース

6R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

11月4日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部野中

13:30-14:30 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、21-9970
（機能訓練倶楽部野中）８回コース

11月7日(火)転倒骨折予防教室 フジヤマ病院

14:30-15:30 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、54-1211
（フジヤマ病院）８回コース

11月7日(火)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）８回コース

11月10日(金)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）７回コース

1月5日(金)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

1月6日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部野中

13:30-14:30 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、21-9970
（機能訓練倶楽部野中）１２回コース

1月6日(土)転倒骨折予防教室 機能訓練倶楽部外神

13:30-14:30 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、29-7142
（機能訓練倶楽部外神）１２回コース

1月9日(火)転倒骨折予防教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

1月9日(火)転倒骨折予防教室 フジヤマ病院

14:30-15:30 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、54-1211
（フジヤマ病院）１２回コース

1月10日(水)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:45-14:45 送迎：なし

申込12/1(金)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

1月11日(木)転倒骨折予防教室 グラーダ小泉

12:50-13:50 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、29-7400
（グラーダ小泉）１２回コース

1月12日(金)転倒骨折予防教室 FLOWスポーツクラブ

13:30-14:30 送迎：なし

申込12/1(金)10時～、27-0345
（FLOWスポーツクラブ）１２回コース

5月10日(水)認知機能低下予防運動教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

8月2日(水)認知機能低下予防運動教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１２回コース

11月1日(水)認知機能低下予防運動教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）８回コース

1月10日(水)認知機能低下予防運動教室 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）１１回コース､3/20休

5月22日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

6月26日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

7月24日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

8月28日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

9月25日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

10月23日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

11月27日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

12月25日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

1月22日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

2月26日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

3月25日(月)骨盤底筋トレーニング 東静脳神経センター

13:00-14:00 送迎：要相談

申込12/1(金)9時～、23-1801
（東静脳神経センター）

4月12日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

5月水曜午前４回コース

５月開始

5月10日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

6月水曜午前４回コース

６月開始

6月14日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

7月水曜午前４回コース

７月開始

8月9日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

9月水曜午前４回コース

９月開始

9月13日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

10月水曜午前４回コース

１０月開始

10月11日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

11月水曜午前４回コース

１１月開始

11月8日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

12月水曜午前４回コース

１２月開始

12月13日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

1月水曜午前４回コース

１月開始

1月10日(水)筋肉若返り塾 申込日 保健センター

13:30-14:00 送迎：なし

2月水曜午前４回コース

２月開始

5月21日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込4/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）

6月18日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込4/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）

7月16日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込4/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）

8月20日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込7/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）

9月17日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込7/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）

10月15日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

申込7/3(月)9時～、22-2727
（健康増進課）
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

11月19日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

問合せ：22-2727（健康増進
課）

12月17日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

問合せ：22-2727（健康増進
課）

1月21日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

問合せ：22-2727（健康増進
課）

2月18日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

問合せ：22-2727（健康増進
課）

3月17日(日)脳活性化レクリエーション 幸の郷

13:30-15:00 送迎：なし

問合せ：22-2727（健康増進
課）

6月7日(水)転倒骨折予防講座 保健センター①

13:30-15:00 健康増進課

申込5/9（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

6月14日(水)転倒骨折予防講座 保健センター②

13:30-15:00 健康増進課

申込5/9（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

6月21日(水)転倒骨折予防講座 保健センター③

13:30-15:00 健康増進課

申込5/9（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

6月28日(水)転倒骨折予防講座 保健センター④

13:30-15:00 健康増進課

申込5/9（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

5月10日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

6月14日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

7月12日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

9月6日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

10月11日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

11月8日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

1月10日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

2月14日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

3月13日(水)やさしい筋トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

5月17日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

6月21日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

7月19日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込4/11(火)9時～、22-2727
（健康増進課）
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

9月20日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

10月18日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

11月15日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込8/15(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

1月17日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

2月21日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

3月6日(水)たのしい脳トレ教室 イオンモール富士宮

10:00-11:00 １階さくらコート(申込者優先）

申込12/12(火)9時～、22-2727
（健康増進課）

5月24日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

10:00-12:00 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）

7月26日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

10:00-12:00 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）

9月13日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

10:00-11:30 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）

10月25日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

14:00-16:00 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）

11月29日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

10:00-12:00 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）

3月6日(水)出張からだチェック イオンモール富士宮

14:00-16:00 １階さくらコート

申込不要、22-2727（健康増進
課）
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

大宮東

スロトレ 南部公民館

9:00-10:15

週1回開催、筋力ローズの会
Ⅱ、男性限定木曜日

スロトレ 南部公民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ黒田

金曜日

スロトレ 南部公民館

10:15-11:30

週1回開催、筋力ローズの会
Ⅰ木曜日

4月28日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

5月26日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

6月23日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

7月28日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

8月25日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

9月22日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

10月27日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

11月24日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

12月22日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

1月26日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

2月26日(月)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

3月22日(金)脳トレ運動講座 南部公民館

①9:30-、②10:30-

7月4日(火)転倒骨折予防講座 南部公民館①

13:30-15:00 健康増進課

申込6/6（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

7月11日(火)転倒骨折予防講座 南部公民館②

13:30-15:00 健康増進課

申込6/6（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

7月25日(火)転倒骨折予防講座 南部公民館③

13:30-15:00 健康増進課

申込6/6（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

8月1日(火)転倒骨折予防講座 南部公民館④

13:30-15:00 健康増進課

申込6/6（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大宮東

阿幸地区
寄り合い処 阿幸地区四町内集会所

13:00-15:00 阿幸地四町内寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

5月18日(木)脳トレ運動指導 阿幸地区四町内集会所

13:30-14:30 阿幸地四町内寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月21日(木)人生会議 阿幸地区四町内集会所

13:30-14:30 阿幸地四町内寄り合い処(寄り合い処で実施)

1月18日(木)筋トレ指導 阿幸地区四町内集会所

13:30-14:30 阿幸地四町内寄り合い処(寄り合い処で実施)

源道寺区
寄り合い処 源道寺区民館

9:30-11:00 寄り合い処のぞみ

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４月曜日

寄り合い処 静岡県立富岳館高等学校

11:00-12:00 寄り合い処太陽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

6月26日(月)お薬出前講座 源道寺区民館

10:00-11:00 寄り合い処のぞみ(寄り合い処で実施)

2月26日(月)転倒予防 源道寺区民館

10:00-11:00 寄り合い処のぞみ(寄り合い処で実施)

高原１区
寄り合い処 高原一区公民館

10:00-11:30 高原一区寄り合い処みんな笑顔

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４土曜日

スロトレ 高原一区公民館

10:00-12:00

週1回開催、スロトレ高原一区

木曜日

5月27日(土)お薬出前講座 高原一区公民館

10:15-11:15 高原一区寄り合い処みんな笑顔(寄り合い処で実施)

8月26日(土)人生会議 高原一区公民館

10:15-11:15 高原一区寄り合い処みんな笑顔(寄り合い処で実施)

高原２区
寄り合い処 高原二区区民館

13:00-15:00 寄り合い処高原

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日 

スロトレ 高原二区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ高原2区

水曜日(第3休)

高原区
寄り合い処 高原区公会堂

13:00-15:00 高原寄り合い処すいせん

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054１０日 

黒田区
寄り合い処 黒田小学校東隣公共施設

10:00-11:30 寄り合い処よってらんしょ

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２・４水曜日

12R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

寄り合い処 黒田区民館　　

9:30-11:30 黒田よりあいサロン

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２・４木曜日

寄り合い処 黒田区民館・黒田八幡宮

9:00-11:30 黒田寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１日曜日

咲花区
スロトレ 咲花区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ咲花

月曜日

寄り合い処 咲花区区民館

9:30-10:30 寄り合い処さく花

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２日曜日 

4月26日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

5月24日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

6月28日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

7月26日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

8月23日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

9月27日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

10月25日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

11月22日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

12月20日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

1月24日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

2月28日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

3月27日(水)脳トレ運動講座 咲花区民館

9:30-10:30

咲花区区民限定

山本区
寄り合い処 山本第一公民館

9:30-11:00 寄り合い処やまざくら

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４木曜日

スロトレ 山本第三公民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ山本

土曜日

寄り合い処 山本第二公民館

9:30-11:30 寄り合い処やまもと

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４木曜日

寄り合い処 山本第三公民館

10:00-12:00 石の宮寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１土曜日

13R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

6月22日(木)筋トレ指導 山本第二公民館

10:00-11:00 寄り合い処やまもと(寄り合い処で実施)

8月5日(土)低栄養予防 山本第三公民館

10:00-11:00 石の宮寄り合い処(寄り合い処で実施)

8月24日(木)ひざ痛腰痛予防 山本第二公民館

10:00-11:00 寄り合い処やまもと(寄り合い処で実施)

9月2日(土)ひざ痛腰痛予防 山本第三公民館

10:00-11:00 石の宮寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月28日(木)転倒予防 山本第一公民館

9:50-10:50 寄り合い処やまざくら(寄り合い処で実施)

11月4日(土)人生会議 山本第三公民館

10:00-11:00 石の宮寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月23日(木)転倒予防 山本第二公民館

10:00-11:00 寄り合い処やまもと(寄り合い処で実施)

1月25日(木)骨盤底筋トレーニング 山本第二公民館

10:00-11:00 寄り合い処やまもと(寄り合い処で実施)

1月25日(木)ひざ痛腰痛予防 山本第一公民館

9:50-10:50 寄り合い処やまざくら(寄り合い処で実施)

瑞穂区
寄り合い処 静岡県立富岳館高等学校

11:00-12:00 寄り合い処太陽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

星山１区
寄り合い処 星山１区公民館

9:30-10:30 星山1区寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日

5月16日(火)骨盤底筋トレーニング 星山１区公民館

9:30-10:30 星山1区寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月18日(火)脳トレ運動指導 星山１区公民館

9:30-10:30 星山1区寄り合い処(寄り合い処で実施)

人生会議 星山１区公民館

9:30-10:30 星山1区寄り合い処(寄り合い処で実施)

1月16日(火)転倒予防 星山１区公民館

9:30-10:30 星山1区寄り合い処(寄り合い処で実施)

大和区
スロトレ 大和公会堂

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ大和

木曜日

田中区
スロトレ 田中区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ田中

水曜日

寄り合い処 田中区民館

9:30-11:00 ぶらっと田中寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４土曜日

14R05.03.20現在
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

日の出区
スロトレ 日の出区公会堂

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ日の出

金曜日

寄り合い処 静岡県立富岳館高等学校

11:00-12:00 寄り合い処太陽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

富士見ヶ丘区
スロトレ 富士見ヶ丘集会所

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ富士見ヶ
丘月曜日

11月14日(火)高齢者学級 富士見ヶ丘集会所

14:00～15:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(心と体の
健康について)

15R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大宮中

4月24日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

5月22日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

6月26日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

7月24日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

8月28日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

9月25日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

10月23日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

11月27日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

12月25日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

1月22日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

2月26日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

3月25日(月)脳トレ運動講座 富士宮市民文化会館

13:30-14:30

会場：練習室１

16R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大宮中

9月15日(金)高齢者学級 駅前交流センター

13:30～15：00 社会教育課

認知症予防運動指導(椅子に
座ってできる運動)

ひばりが丘区
スロトレ ひばりが丘区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレひばりが
丘金曜日

寄り合い処 ひばりが丘区民館

13:00-16:00 寄り合い処ひばり

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・３水曜日 

6月14日(水)脳トレ運動指導 ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

8月16日(水)筋トレ指導 ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

9月13日(水)出張からだチェック ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

10月18日(水)人生会議 ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

12月13日(水)ゲートキーパー養成講座 ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

1月17日(水)転倒予防 ひばりが丘区民館

9:30-10:30

保健委員講座

宮本区
6月14日(水)高齢者学級 宮本区民館

10:15～11：45 社会教育課

認知症予防運動指導(椅子に
座ってできる運動)

琴平区
スロトレ 琴平区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ琴平

金曜日

寄り合い処 琴平区民館

10:00-11:30 琴平寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日 

5月17日(水)フレイルチェック・講話 琴平区民館

10:00-11:00 琴平寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月21日(水)お薬出前講座 琴平区民館

10:00-11:00 琴平寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月21日(水)人生会議 琴平区民館

10:00-11:00 琴平寄り合い処(寄り合い処で実施)

城山区
スロトレ 城山区民館

10:00-,13:30-(2部制)

週1回開催、スロトレ城山

水曜日

17R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

寄り合い処 城山区民館

13:30-15:00 より処城山

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日

7月11日(火)ひざ痛腰痛予防 城山区民館

13:30-14:30 より処城山(寄り合い処で実施)

10月10日(火)人生会議 城山区民館

13:30-14:30 より処城山(寄り合い処で実施)

常磐区
寄り合い処 ときわ区民館

13:30-14:30 ときわ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２金曜日 

7月14日(金)フレイルチェック・講話 ときわ区民館

13:30-14:30 ときわ寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月13日(金)お薬出前講座 ときわ区民館

13:30-14:30 ときわ寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月9日(金)転倒予防 ときわ区民館

13:30-14:30 ときわ寄り合い処(寄り合い処で実施)

神田区
スロトレ 富士宮信用金庫2階

9:00-10:30

月2回開催、スロトレ神田

第1･3火曜日

9月21日(木)脳トレ運動指導 神田公会堂

9:45-10:45

保健委員講座

神田川区
寄り合い処 神田川区民館

13:30-16:00 神田川寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

スロトレ 神田川区民館

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ神田川

水曜日

5月18日(木)脳トレ運動指導 神田川区民館

13:30-14:30 神田川寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月21日(木)フレイルチェック・講話 神田川区民館

13:30-14:30 神田川寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月16日(木)転倒予防 神田川区民館

13:30-14:30 神田川寄り合い処(寄り合い処で実施)

浅間区
寄り合い処 浅間区公会堂

第3：10-13、第4:13-14:30 浅間寄り合い処喜楽会

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３土曜日、第４土曜日

寄り合い処 浅間区第四町内公会堂

11:00-13:00 互楽会寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２土曜日 

スロトレ 浅間区公会堂

19:00-20:30

週1回開催、スロトレ浅間

火曜日

二の宮区

18R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

寄り合い処 二の宮区公会堂

13:30-15:30 二の宮寄り合い処曲り松

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１金曜日 

スロトレ 二の宮区公会堂

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ二の宮

土曜日

5月12日(金)フレイルチェック・講話 二の宮区公会堂

13:30-14:30 二の宮寄り合い処曲り松(寄り合い処で実施)

6月2日(金)お薬出前講座 二の宮区公会堂

13:30-14:30 二の宮寄り合い処曲り松(寄り合い処で実施)

7月7日(金)転倒予防 二の宮区公会堂

13:30-14:30 二の宮寄り合い処曲り松(寄り合い処で実施)

10月6日(金)ひざ痛腰痛予防 二の宮区公会堂

13:30-14:30 二の宮寄り合い処曲り松(寄り合い処で実施)

木の花区
スロトレ 木の花区公会堂

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ木の花

木曜日

19R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大富士

4月11日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

5月9日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

6月13日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

6月13日(火)高齢者学級 大富士交流センター

13:30～15:00 社会教育課

人生会議

7月11日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

8月8日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

9月12日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

10月17日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

11月14日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

12月12日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

1月16日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

2月20日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

3月12日(火)脳トレ運動講座 大富士交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大富士

外神東区
スロトレ 宮原区区民館北分館

9:00-10:30

週1回開催、スロトレ外神東

月曜日

寄り合い処 宮原区区民館北分館

10:00-11:30 北カフェ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４週水曜日

宮原１区
寄り合い処 宮原一区区民館

9:30-11:30 お茶とも寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２・４火曜日　

スロトレ 宮原１区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ宮原１区

月曜日

6月27日(火)お薬出前講座 宮原一区区民館

10:00-11:00 お茶とも寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月14日(火)骨盤底筋トレーニング 宮原一区区民館

10:00-11:00 お茶とも寄り合い処(寄り合い処で実施)

1月23日(火)健康教室 宮原１区区民館

9:30-11:00

保健委員講座（健康チェック）

万野１区
5月23日(火)健康教室 万野１区区民館

9:30-11:00

保健委員講座（健康チェック）

万野２区
でん伝体操 万野二区区民館

11:00-11:30

週1回開催

月曜日

スロトレ 万野二区区民館

10:00-11:00

週1回開催、スロトレ万野２区

月曜日

寄り合い処 万野二区区民館

13:00-14:30 楽しみ会寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・３土曜日 

6月17日(土)お薬出前講座 万野二区区民館

13:30-14:30 楽しみ会寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月25日(火)健康教室 万野二区区民館

9:30-11:00

保健委員講座（健康チェック）

万野３区
でん伝体操 万野三区区民館

10:00-11:00

週1回開催

火曜日

寄り合い処 万野三区区民館

13:30-15:00 にばんぼり寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３金曜日 

スロトレ 万野三区区民館

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ万野３区

水曜日
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

5月19日(金)転倒予防 万野三区区民館

13:40-14:40 にばんぼり寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月16日(金)脳トレ運動指導 万野三区区民館

13:40-14:40 にばんぼり寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月15日(金)ひざ痛腰痛予防 万野三区区民館

13:40-14:40 にばんぼり寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月26日(火)健康教室 万野三区区民館

9:30-11:00

保健委員講座（健康チェック）

11月17日(金)骨盤底筋トレーニング 万野三区区民館

13:40-14:40 にばんぼり寄り合い処(寄り合い処で実施)

万野４区 
寄り合い処 万野四区区民館

9:30-11:30 万野４区ふみよ会寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054最終火曜日

スロトレ 万野四区区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ万野４区

木曜日

5月30日(火)フレイルチェック・講話 万野四区区民館

9:30-10:30 万野４区ふみよ会寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月28日(火)保健講座 万野四区区民館

9:30-11:00

保健委員講座（健康講話）

万野希望区
でん伝体操 万野希望区集会所

9:30-10:00

月2回開催､万野希望区健康
体操第1･3週水曜日
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

大宮西

4月4日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

5月2日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

6月6日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

7月4日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

8月1日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

9月5日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

10月3日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

11月7日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

12月5日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

1月16日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

2月6日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

3月5日(火)脳トレ運動講座 西公民館

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

8月8日(火)転倒骨折予防講座 西公民館①

9:30-11:00 健康増進課

申込7/4（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

8月15日(火)転倒骨折予防講座 西公民館②

9:30-11:00 健康増進課

申込7/4（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

8月22日(火)転倒骨折予防講座 西公民館③

9:30-11:00 健康増進課

申込7/4（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

8月29日(火)転倒骨折予防講座 西公民館④

9:30-11:00 健康増進課

申込7/4（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

5月30日(火)女性学級 西公民館

13:30～15:00 社会教育課

軽運動とレクレーションを楽し
み、体と脳を活性化させる
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

大宮西

安居山１区
寄り合い処 安居山一区公会堂

9:30-11:00 安居山１区寄り合い処つぼみ

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１金曜日　

5月10日(水)高齢者学級 安居山一区公会堂

14:00～15:30 社会教育課

心の健康について(体の健康
づくりも含めて)

6月2日(金)骨盤底筋トレーニング 安居山一区公会堂

10:00-11:00 安居山1区寄り合い処つぼみ(寄り合い処で実施)

8月4日(金)脳トレ運動指導 安居山一区公会堂

10:00-11:00 安居山1区寄り合い処つぼみ(寄り合い処で実施)

10月6日(金)筋トレ指導 安居山一区公会堂

10:00-11:00 安居山1区寄り合い処つぼみ(寄り合い処で実施)

12月1日(金)転倒予防 安居山一区公会堂

10:00-11:00 安居山1区寄り合い処つぼみ(寄り合い処で実施)

安居山２区
スロトレ 安居山二区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ安居山２
区水曜日

寄り合い処 安居山二区区民館

10:30-11:30 安居山２区寄り合い処西の里

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日

5月11日(木)高齢者学級 安居山二区区民館

13:30～15:00 社会教育課

心の健康について(体の健康
づくりも含めて)

5月16日(火)筋トレ指導 安居山二区区民館

10:30-11:30 安居山２区寄り合い処西の里(寄り合い処で実施)

8月15日(火)脳トレ運動指導 安居山二区区民館

10:30-11:30 安居山２区寄り合い処西の里(寄り合い処で実施)

11月21日(火)骨盤底筋トレーニング 安居山二区区民館

10:30-11:30 安居山２区寄り合い処西の里(寄り合い処で実施)

2月20日(火)転倒予防 安居山二区区民館

10:30-11:30 安居山２区寄り合い処西の里(寄り合い処で実施)

羽衣区
スロトレ 羽衣区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ羽衣

木曜日

寄り合い処 羽衣区民館

10:00-11:30 羽衣の森寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４日曜日

貴船区
スロトレ 貴船区公会堂

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ貴船

金曜日

寄り合い処 貴船区公会堂

13:00-15:00 きぶね寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３月曜日 
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

松山区
寄り合い処 松山老人憩いの家

13:30-15:00 寄り合い処松山

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054毎月８日 

神賀区
寄り合い処 神賀区民館

13:00-15:00 神賀寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・３木曜日

スロトレ 神賀区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ神賀

火曜日

6月15日(木)フレイルチェック・講話 神賀区民館

13:30-14:30 神賀寄り合い処(寄り合い処で実施)

8月3日(木)脳トレ運動指導 神賀区民館

13:30-14:30 神賀寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月15日(木)人生会議 神賀区民館

13:30-14:30 神賀寄り合い処(寄り合い処で実施)

星山２区
スロトレ 星山二区区民館

13:30-15:00

隔週開催、スロトレ星山２区

隔週水曜日

寄り合い処 星山二区区民館

10:00-11:00 寄り合い処星山

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１火曜日

4月13日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

4月27日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

5月11日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

5月25日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

6月8日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

6月22日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

7月13日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

7月27日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

8月10日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

8月24日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

9月17日(日)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

9月28日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

10月3日(火)骨盤底筋トレーニング 星山二区区民館

10:20-11:20 寄り合い処星山(寄り合い処で実施)

10月12日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

10月26日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

11月9日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

11月23日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

12月14日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

12月28日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

1月11日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

1月25日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

2月8日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

2月22日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

3月14日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

3月28日(木)脳トレ運動講座 星山二区区民館

13:30-14:30

福地区
寄り合い処 福地公会堂

13:30-15:30 寄り合い処ふくち

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２金曜日

5月12日(金)転倒予防 福地公会堂

13:30-14:30 寄り合い処ふくち(寄り合い処で実施)

野中１区 
寄り合い処 野中公会堂

13:00-15:00 のなか寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１水曜日

スロトレ 野中公会堂

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ野中１区

木曜日

スロトレ 野中公会堂

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ野中１区
②火曜日

寄り合い処 和泉公会堂

13:00-15:00 寄り合い処和の泉

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１水曜日
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

6月7日(水)人生会議 野中公会堂

13:30-14:30 のなか寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月7日(水)脳トレ運動指導 和泉公会堂

14:00-15:00 寄り合い処和の泉(寄り合い処で実施)

7月5日(水)転倒予防 和泉公会堂

14:00-15:00 寄り合い処和の泉(寄り合い処で実施)

9月6日(水)ひざ痛腰痛予防 野中公会堂

13:30-14:30 のなか寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月4日(水)転倒予防 野中公会堂

13:30-14:30 のなか寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月26日(木)高齢者学級 野中公会堂

13:30～15:00 社会教育課

心の健康について(体の健康
づくりも含めて)

野中２・３区
寄り合い処 野中東区民館

13:00-15:00 和なげ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054月３回水曜日 

野中２区
寄り合い処 野中二区区民館

9:30-11:00 ゆったり寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・３月曜日　

スロトレ 野中二区区民館

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ野中２区

水曜日

5月15日(月)ひざ痛腰痛予防 野中二区区民館

9:30-10:30 ゆったり寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月16日(月)フレイルチェック・講話 野中二区区民館

9:30-10:30 ゆったり寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月20日(月)骨盤底筋トレーニング 野中二区区民館

9:30-10:30 ゆったり寄り合い処(寄り合い処で実施)

野中３区
スロトレ 野中三区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ野中３区

月曜日

寄り合い処 野中三区区民館

土:10-12、月:13-15 野中３区寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３土、第２・４月

6月17日(土)骨盤底筋トレーニング 野中三区区民館

10:00-11:00 野中３区寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月15日(土)脳トレ運動指導 野中三区区民館

10:00-11:00 野中３区寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月16日(土)転倒予防 野中三区区民館

10:00-11:00 野中３区寄り合い処(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

富丘

4月14日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

5月12日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

6月9日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

7月14日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

8月18日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

9月18日(月)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

10月13日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

11月17日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

12月8日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

1月12日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

2月9日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

3月8日(金)脳トレ運動講座 富丘交流センター

①9:30-、②10:30-

2部制で開催

11月1日(水)転倒骨折予防講座 富丘交流センター①

13:30-15:00 健康増進課

申込10/3（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

11月8日(水)転倒骨折予防講座 富丘交流センター②

13:30-15:00 健康増進課

申込10/3（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

11月15日(水)転倒骨折予防講座 富丘交流センター③

13:30-15:00 健康増進課

申込10/3（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

11月22日(水)転倒骨折予防講座 富丘交流センター④

13:30-15:00 健康増進課

申込10/3（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

富丘

外神区
寄り合い処 外神下谷集会所

9:30-11:30 寄り合い処外神胡桃の会

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３月曜日　

寄り合い処 江柏集会所

9:30-11:30 寄り合い処ほのぼの

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日　 

寄り合い処 青木団地集会所

9:30-11:30 寄り合い処陽だまり

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日　 

寄り合い処 和田公会堂

9:00ｰ12:00 寄り合い処笑の会

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日　

スロトレ 和田公会堂

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ外神

土曜日

5月16日(火)筋トレ指導 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

6月1日(木)低栄養予防 和田公会堂

10:00-11:00 寄り合い処笑の会(寄り合い処で実施)

6月20日(火)骨盤底筋トレーニング 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

9月18日(月)８０２０健口指導 外神下谷集会所

10:00-11:00 寄り合い処外神胡桃の会(寄り合い処で実施)

9月19日(火)ひざ痛腰痛予防 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

11月21日(火)脳トレ運動指導 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

12月7日(木)骨盤底筋トレーニング 外神４町内集会所

9:30-10:30 寄り合い処陽だまり(寄り合い処で実施)

12月18日(月)お薬出前講座 外神下谷集会所

10:00-11:00 寄り合い処外神胡桃の会(寄り合い処で実施)

12月19日(火)低栄養予防 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

1月16日(火)お薬出前講座 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

2月19日(月)骨盤底筋トレーニング 外神下谷集会所

10:00-11:00 寄り合い処外神胡桃の会(寄り合い処で実施)

2月20日(火)８０２０健口指導 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)

3月7日(木)転倒予防 外神４町内集会所

9:30-10:30 寄り合い処陽だまり(寄り合い処で実施)

3月7日(木)骨盤底筋トレーニング 和田公会堂

10:00-11:00 寄り合い処笑の会(寄り合い処で実施)

3月19日(火)フレイルチェック・講話 江柏集会所

9:45-10:45 寄り合い処ほのぼの(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

宮原区
寄り合い処 宮原区区民館東分館

13:30-15:30 笑福寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日

寄り合い処 宮原区区民館東分館

9:30-11:30 良き友寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日　

スロトレ 宮原区区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ宮原

木曜日

5月8日(月)フレイルチェック・講話 宮原区区民館東分館

13:30-14:30 笑福寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月13日(火)筋トレ指導 宮原区区民館東分館

13:30-14:30 笑福寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月21日(水)フレイルチェック・講話 宮原区区民館東分館

10:00-11:00 良き友寄り合い処(寄り合い処で実施)

8月16日(水)お薬出前講座 宮原区区民館東分館

10:00-11:00 良き友寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月10日(火)脳トレ運動指導 宮原区区民館東分館

13:30-14:30 笑福寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月18日(水)脳トレ運動指導 宮原区区民館東分館

10:00-11:00 良き友寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月14日(火)ひざ痛腰痛予防 宮原区区民館東分館

13:30-14:30 笑福寄り合い処(寄り合い処で実施)

12月20日(水)ひざ痛腰痛予防 宮原区区民館東分館

10:00-11:00 良き友寄り合い処(寄り合い処で実施)

青木区
寄り合い処 青木区第一町内会集会所

13:00-15:00 寄り合い処あわらぐち

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

寄り合い処 青木第二町内会集会所

13:00-15:00 寄り合い処楽・楽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日 

スロトレ 青木区3町内集会所

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ青木3町
内金曜日

スロトレ 富丘交流センター

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ青木1町
内木曜日

5月18日(木)脳トレ運動指導 青木区第一町内会集会所

13:15-14:15 寄り合い処あわらぐち(寄り合い処で実施)

6月21日(水)筋トレ指導 青木第二町内会集会所

13:30-14:30 寄り合い処楽・楽(寄り合い処で実施)

8月17日(木)人生会議 青木区第一町内会集会所

13:15-14:15 寄り合い処あわらぐち(寄り合い処で実施)

9月20日(水)お薬出前講座 青木第二町内会集会所

13:30-14:30 寄り合い処楽・楽(寄り合い処で実施)

11月15日(水)ひざ痛腰痛予防 青木第二町内会集会所

13:30-14:30 寄り合い処楽・楽(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

11月16日(木)お薬出前講座 青木区第一町内会集会所

13:15-14:15 寄り合い処あわらぐち(寄り合い処で実施)

2月15日(木)ひざ痛腰痛予防 青木区第一町内会集会所

13:15-14:15 寄り合い処あわらぐち(寄り合い処で実施)

2月21日(水)骨盤底筋トレーニング 青木第二町内会集会所

13:30-14:30 寄り合い処楽・楽(寄り合い処で実施)

青木平区
寄り合い処 青木平区民館

10:00-11:30 青木平寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054毎月３０日

スロトレ 青木平区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ青木平

月曜日

フレイルチェック・講話 青木平区民館

10:05-11:05 青木平寄り合い処(寄り合い処で実施)

お薬出前講座 青木平区民館

10:05-11:05 青木平寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月30日(木)転倒予防 青木平区民館

10:05-11:05 青木平寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月29日(木)骨盤底筋トレーニング 青木平区民館

10:05-11:05 青木平寄り合い処(寄り合い処で実施)

大中里区
スロトレ 大中里区民会館

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ大中里

金曜日

寄り合い処 大中里区民会館

9:30-11:00 大中里生き生き寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４水曜日　 

淀橋区
スロトレ 淀橋区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ淀橋

水曜日

寄り合い処 淀橋区民館

9:30-10:30 憩いの家寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４金曜日 

淀師区
スロトレ 金之宮集会所

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ淀師2町
内水曜日

寄り合い処 淀師区七町内会集会所

10:00-11:30 淀師７町内寄り合い処ききょう

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２・４土曜日 

寄り合い処 淀師区民館

13:30-15:30 愛寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４水曜日

スロトレ 淀師区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ淀師

木曜日

寄り合い処 淀師区第九町内公会堂

13:30-15:30 淀師区穂波寄り合い処Ｑちゃん

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４金曜日

31R05.03.20現在
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

寄り合い処 淀師区３町内コミュニティハウス

13:30-15:00 ひまわり寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２水曜日

6月23日(金)筋トレ指導 淀師区第九町内公会堂

14:00-15:00 淀師区穂波寄り合い処Ｑちゃん(寄り合い処で実施)

6月28日(水)転倒予防 淀師区民館

13:30-14:30 愛寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月12日(水)筋トレ指導 淀師区３町内コミュニティハウス

13:30-14:30 ひまわり寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月13日(水)低栄養予防 淀師区３町内コミュニティハウス

13:30-14:30 ひまわり寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月27日(水)人生会議 淀師区民館

13:30-14:30 愛寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月18日(水)転倒予防 淀師区３町内コミュニティハウス

13:30-14:30 ひまわり寄り合い処(寄り合い処で実施)

12月27日(水)ゲートキーパー養成講座 淀師区民館

13:30-14:30 愛寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月14日(水)フレイルチェック・講話 淀師区３町内コミュニティハウス

13:30-14:30 ひまわり寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月28日(水)ひざ痛腰痛予防 淀師区民館

13:30-14:30 愛寄り合い処(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

富士根南

スロトレ 富士根南公民館

9:30-11:00

週1回開催、筋力アップの会

水曜日(不定期）

9月8日(金)転倒骨折予防講座 富士根南公民館①

13:30-15:00 健康増進課

申込8/8（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

9月15日(金)転倒骨折予防講座 富士根南公民館②

13:30-15:00 健康増進課

申込8/8（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

9月22日(金)転倒骨折予防講座 富士根南公民館③

13:30-15:00 健康増進課

申込8/8（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

9月29日(金)転倒骨折予防講座 富士根南公民館④

13:30-15:00 健康増進課

申込8/8（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

11月17日(金)高齢者学級 富士根南公民館

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

富士根南

小泉２区 
寄り合い処 小泉二区区民館

13:30-15:00 幸せの泉寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日

スロトレ 小泉二区区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ小泉2区

火曜日

11月7日(火)高齢者学級 小泉2区1町内集会所

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)

小泉３区 
寄り合い処 小泉３区区民館

10:00-11:00 わかみや寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日 

小泉４区
寄り合い処 小泉四区区民館

9:30-11:15 小泉４区寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２月曜日

6月14日(水)転倒予防 小泉四区区民館

10:00-11:00 小泉４区寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月8日(水)脳トレ運動指導 小泉四区区民館

10:00-11:00 小泉４区寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月14日(水)お薬出前講座 小泉四区区民館

10:00-11:00 小泉４区寄り合い処(寄り合い処で実施)

小泉５区 
寄り合い処 小泉５区区民館

9:30-12:00 やまびこ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・２月、第３・４土

5月27日(土)脳トレ運動指導 小泉５区区民館

10:00-11:00 やまびこ寄り合い処

8月26日(土)お薬出前講座 小泉５区区民館

10:00-11:00 やまびこ寄り合い処

10月28日(土)ひざ痛腰痛予防 小泉５区区民館

10:00-11:00 やまびこ寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月24日(土)骨盤底筋トレーニング 小泉５区区民館

10:00-11:00 やまびこ寄り合い処

小泉６区
スロトレ 小泉６区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ小泉6区

月曜日

上小泉区 
寄り合い処 上小泉区民館

13:00-15:00 上小泉寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２水曜日

スロトレ 上小泉区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ上小泉

火曜日
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内　容 日　時 会　場 申込　等

4月19日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

5月10日(水)フレイルチェック・講話 上小泉区民館

13:15ｰ14:15 上小泉寄り合い処(寄り合い処で実施)

5月17日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

6月21日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

7月19日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

9月20日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

10月5日(木)高齢者学級 上小泉区民館

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)

10月18日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

11月15日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

12月20日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

1月17日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

2月21日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

3月20日(水)脳トレ運動講座 上小泉区民館

13:30-14:30

上小泉区民限定

杉田４区
寄り合い処 杉田４区３町内集会場

10:00-12:00 寄り合い処憩いの広場絆

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１金曜日

8月4日(金)転倒予防 杉田４区３町内集会場

10:30-11:30 寄り合い処憩いの広場絆

10月6日(金)ひざ痛腰痛予防 杉田４区３町内集会場

10:30-11:30 寄り合い処憩いの広場絆

3月1日(金)脳トレ運動指導 杉田４区３町内集会場

10:30-11:30 寄り合い処憩いの広場絆

杉田５区
寄り合い処 杉田五区区民館

13:30-15:00 寄り合い処５区楽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３月曜日

スロトレ 杉田５区区民館

10:00-11:00

週1回開催、スロトレ杉田５区

第1･3木曜日

1月15日(月)フレイルチェック・講話 杉田五区区民館

13:50-14:50 寄り合い処５区楽(寄り合い処で実施)
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内　容 日　時 会　場 申込　等

2月19日(月)脳トレ運動指導 杉田五区区民館

13:50-14:50 寄り合い処５区楽(寄り合い処で実施)

杉田６区 
スロトレ 杉田６区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ杉田6区

木曜日

杉田区
寄り合い処 杉田区民センター

9:30-11:00 杉田かたらい寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日 

スロトレ 杉田区民センター

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ杉田

金曜日

4月28日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

5月26日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

6月23日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

7月28日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

8月25日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

9月22日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

10月17日(火)高齢者学級 杉田区民センター

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)

10月27日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

11月24日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

12月22日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

1月26日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

2月16日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

3月22日(金)脳トレ運動講座 杉田区民センター

10:00-11:00

杉田区民限定

大岩１区
寄り合い処 大岩一区区民館

9:30-11:30 つくしの会寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１・３木曜日

6月1日(木)脳トレ運動指導 大岩一区区民館

10:00-11:00 つくしの会寄り合い処(寄り合い処で実施)
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内　容 日　時 会　場 申込　等

9月7日(木)骨盤底筋トレーニング 大岩一区区民館

10:00-11:00 つくしの会寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月19日(木)ひざ痛腰痛予防 大岩一区区民館

10:00-11:00 つくしの会寄り合い処(寄り合い処で実施)

大岩２区
11月9日(木)高齢者学級 大岩２区公会堂

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)

大岩３区
スロトレ 大岩３区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ大岩3区

火曜日

寄り合い処 時田八幡宮

9:30-11:30 大岩３区寄り合い処大きな和

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１火曜日 

6月6日(火)お薬出前講座 時田八幡宮

9:40-10:40 大岩３区寄り合い処大きな和(寄り合い処で実施)

10月11日(水)高齢者学級 大岩３区区民館

9:30～10:30 社会教育課

高齢者の健康づくり(軽い体操
なども入れながら)

2月6日(火)脳トレ運動指導 時田八幡宮

9:40-10:40 大岩３区寄り合い処大きな和(寄り合い処で実施)
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内　容 日　時 会　場 申込　等

富士根北

スロトレ 富士根北公民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ富士根北

水曜日

10月12日(木)高齢者学級 富士根北公民館

9:30～11:00 社会教育課

高齢者の健康づくり(心と体の
健康について)

粟倉１区 
寄り合い処 ふたまた区民館

9:30-11:00 ふたまた寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１水曜日

5月10日(水)脳トレ運動指導 ふたまた区民館

9:30-10:30 ふたまた寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月7日(水)ひざ痛腰痛予防 ふたまた区民館

9:30-10:30 ふたまた寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月1日(水)フレイルチェック・講話 ふたまた区民館

9:30-10:30 ふたまた寄り合い処(寄り合い処で実施)

粟倉２区
寄り合い処 粟倉二区公会堂

9:30-11:30 粟倉寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054１９日

6月19日(月)フレイルチェック・講話 粟倉二区公会堂

9:30-10:30 粟倉寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月19日(水)低栄養予防 粟倉二区公会堂

9:30-10:30 粟倉寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月19日(火)転倒予防 粟倉二区公会堂

9:30-10:30 粟倉寄り合い処(寄り合い処で実施)

1月19日(金)ひざ痛腰痛予防 粟倉二区公会堂

9:30-10:30 粟倉寄り合い処(寄り合い処で実施)

粟倉３区
スロトレ 粟倉３区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ粟倉３区

水曜日

舟久保区
寄り合い処 舟久保町内公会堂

13:30-15:30 舟久保寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日

寄り合い処 舟久保２町内公会堂

9:30-11:30 粟倉団地寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２日曜日

6月11日(日)脳トレ運動指導 舟久保２町内公会堂

10:00-11:00 粟倉団地寄り合い処(寄り合い処で実施)

村山３区
寄り合い処 村山三区区民館

13:00-15:00 村山三区寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２水曜日
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内　容 日　時 会　場 申込　等

7月12日(水)８０２０健口指導 村山三区区民館

13:30-14:30 村山三区寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月8日(水)フレイルチェック・講話 村山三区区民館

13:30-14:30 村山三区寄り合い処(寄り合い処で実施)
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内　容 日　時 会　場 申込　等

上野

スロトレ 上野会館

10:10-10:55

週1回開催、金トレの会Ⅱ

金曜日

スロトレ 上野会館

9:00-10:10 

週1回開催、金トレの会Ⅰ

金曜日

下条下区 
寄り合い処 西の原下集会所

9:30-12:00 寄り合い処にしのはら和楽

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１水曜日

スロトレ 西の原下集会所

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ西の原下

水曜日

寄り合い処 下条下区区民館 

9:00-10:30 下条下寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１日曜日

7月5日(水)ひざ痛腰痛予防 西の原下集会所

9:30-10:30 寄り合い処にしのはら和楽(寄り合い処で実施)

9月6日(水)脳トレ運動指導 西の原下集会所

9:30-10:30 寄り合い処にしのはら和楽(寄り合い処で実施)

11月1日(水)お薬出前講座 西の原下集会所

9:30-10:30 寄り合い処にしのはら和楽(寄り合い処で実施)

下条上区
4月28日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

5月26日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

6月23日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

7月28日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

8月25日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

9月22日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

10月27日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

11月24日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

12月22日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

1月26日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定
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内　容 日　時 会　場 申込　等

2月23日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

3月22日(金)脳トレ運動講座 下条上区区民館

10:00-11:00

下条上区民限定

上条上区 
寄り合い処 上条上区区民館

9:30-11:00 上条上寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３金曜日

6月16日(金)ひざ痛腰痛予防 上条上区区民館

9:30-10:30 上条上寄り合い処(寄り合い処で実施)

12月15日(金)お薬出前講座 上条上区区民館

9:30-10:30 上条上寄り合い処(寄り合い処で実施)

精進川下区 
寄り合い処 大倉公会堂

13:30-14:30 精進川下寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４金曜日

精進川上区 
寄り合い処 久保地組公会堂

9:30-11:00 精進川上寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日　

2月15日(木)フレイルチェック・講話 久保地組公会堂

9:40-10:40 精進川上寄り合い処(寄り合い処で実施)

馬見塚区
寄り合い処 馬見塚区民館

9:00-11:00 馬見塚寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日 

スロトレ 馬見塚区民館

10:00-11:00

週1回開催、スロトレ馬見塚

第2-5火曜日

7月6日(木)骨盤底筋トレーニング 馬見塚区民館

9:30-10:30 馬見塚寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月5日(木)脳トレ運動指導 馬見塚区民館

9:30-10:30 馬見塚寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月2日(木)転倒予防 馬見塚区民館

9:30-10:30 馬見塚寄り合い処(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

北山

スロトレ 北山出張所

13:30-15:00

週1回開催、筋水会

水曜日

山宮１区
スロトレ 山宮１区区民館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ山宮１区

木曜日

寄り合い処 山宮区民館

10:00-11:30 山宮寄り合い処さくら

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054最終日曜日

山宮２区
スロトレ 山宮二区区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ山宮2区

水曜日

スロトレ 居宅支援事業所ふじもと

13:30-15:00

週1回開催、スロトレふじもと

土曜日

山宮４区 
寄り合い処 山宮四区区民館

10:00-12:00 山宮４区寄り合い処ひまわり

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１月曜日 

スロトレ 山宮四区区民館

9:30-10:30

週1回開催、スロトレ山宮４区

金曜日

6月5日(月)フレイルチェック・講話 山宮四区区民館

10:00-11:00 山宮４区寄り合い処ひまわり(寄り合い処で実施)

7月3日(月)ひざ痛腰痛予防 山宮四区区民館

10:00-11:00 山宮４区寄り合い処ひまわり(寄り合い処で実施)

9月4日(月)転倒予防 山宮四区区民館

10:00-11:00 山宮４区寄り合い処ひまわり(寄り合い処で実施)

2月5日(月)脳トレ運動指導 山宮四区区民館

10:00-11:00 山宮４区寄り合い処ひまわり(寄り合い処で実施)

北山１区 
寄り合い処 北山第一区区民館

9:30-11:30 北山寄り合い処一二三

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４土曜日

寄り合い処 中井出会館

9:30-11:30 なかいで寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３日曜日

11月19日(日)お薬出前講座 中井出会館

9:45-10:45 なかいで寄り合い処(寄り合い処で実施)

北山２区
寄り合い処 北山天満宮

9:30-12:00 寄り合い処北山

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日

7月11日(火)８０２０健口指導 北山天満宮

10:00-11:00 寄り合い処北山(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

3月12日(火)骨盤底筋トレーニング 北山天満宮

10:00-11:00 寄り合い処北山(寄り合い処で実施)

北山３区
寄り合い処 北山３区区民館

9:00-11:00 北山３区寄り合い処菜の花

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３日曜日
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 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

上井出

5月16日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

6月20日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

7月18日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込4/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

8月15日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

9月19日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

10月17日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込7/3(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

11月21日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

12月19日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

申込10/2(月)9時～、54-
0168(しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

1月16日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

問合せ：22-2727（健康増進
課）

2月20日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

問合せ：22-2727（健康増進
課）

3月19日(火)脳活性化レクリエーション しらいとﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

14:00-15:30 送迎：要相談

問合せ：22-2727（健康増進
課）

10月3日(火)転倒骨折予防講座 上井出出張所①

13:30-15:00 健康増進課

申込9/5（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

10月10日(火)転倒骨折予防講座 上井出出張所②

13:30-15:00 健康増進課

申込9/5（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

10月17日(火)転倒骨折予防講座 上井出出張所③

13:30-15:00 健康増進課

申込9/5（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう

10月24日(火)転倒骨折予防講座 上井出出張所④

13:30-15:00 健康増進課

申込9/5（火）～、22-2727(健
康増進課)フレイルを予防しよう
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

上井出

上井出区
スロトレ 見返集会所

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ見返

木曜日

スロトレ 上井出4町内公民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ上井出

水曜日

人穴区
寄り合い処 見返集会場

13:00-15:30 見返寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日 

寄り合い処 広見公民館

10:00-13:00 広見寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１月曜日

寄り合い処 荻平公民館

10:00-12:00 荻平寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054１０日

10月2日(月)筋トレ指導 広見公民館

10:00-11:00 広見寄り合い処(寄り合い処で実施)

猪之頭区
スロトレ 井之頭区民館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ井之頭

火曜日

寄り合い処 滝の家
井之頭区民館

木:13-15、火:9:30-11:30 寄り合い処えん

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１木曜日、第３火曜日

5月16日(火)脳トレ運動指導 井之頭区民館

10:00-11:00 寄り合い処えん(寄り合い処で実施)

8月3日(木)人生会議 井之頭区民館

10:00-11:00 寄り合い処えん(寄り合い処で実施)

11月2日(木)骨盤底筋トレーニング 井之頭区民館

10:00-11:00 寄り合い処えん(寄り合い処で実施)

2月1日(木)お薬出前講座 井之頭区民館

10:00-11:00 寄り合い処えん(寄り合い処で実施)

富士丘区
寄り合い処 富士丘公民館

13:00-16:00 朝霧高原寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054月１回
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

白糸

原区
寄り合い処 多目的集会施設

10:00-15:00 白糸仲良し寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日

スロトレ 白糸出張所

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ原

火曜日

7月19日(水)筋トレ指導 多目的集会施設

13:30-14:30 白糸仲良し寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月18日(水)人生会議 多目的集会施設

13:30-14:30 白糸仲良し寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月21日(水)骨盤底筋トレーニング 多目的集会施設

13:30-14:30 白糸仲良し寄り合い処(寄り合い処で実施)

内野区
寄り合い処 内野区民館

13:00-14:00 うつの寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

スロトレ 内野区民館

10:00-11:30

週1回開催、スロトレ内野

火曜日

6月15日(木)脳トレ運動指導 内野区民館

13:00-14:00 うつの寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月21日(木)転倒予防 内野区民館

13:00-14:00 うつの寄り合い処(寄り合い処で実施)

半野区
寄り合い処 佐折区防災倉庫

13:00-15:00 佐折の里寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日

寄り合い処 熊久保集会場

13:30-15:30 朝日滝寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日

寄り合い処 半野区民館

10:00-11:30 寄り合い処和が家

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２金曜日

6月21日(水)ひざ痛腰痛予防 佐折区防災倉庫

13:30-14:30 佐折の里寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月18日(水)骨盤底筋トレーニング 佐折区防災倉庫

13:30-14:30 佐折の里寄り合い処(寄り合い処で実施)

11月15日(水)お薬出前講座 佐折区防災倉庫

13:30-14:30 佐折の里寄り合い処(寄り合い処で実施)

46R05.03.20現在



 令和５年度　一般介護予防事業

内　容 日　時 会　場 申込　等

 問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

芝川

4月13日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

5月11日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

6月8日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

7月13日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

8月10日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

9月14日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

10月12日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

11月9日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

12月14日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

1月11日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

2月8日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30

3月14日(木)脳トレ運動講座 芝川公民館

13:30-14:30
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

芝川

スロトレ 芝川公民館内房分館

9:30-11:00

週1回開催、スロトレ内房

火曜日

スロトレ こみゅにてぃ黒門

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ黒門

火曜日

スロトレ 富士山縄文の里大鹿館

13:30-15:00

週1回開催、スロトレ縄文の里

火曜日

スロトレ 芝川公民館

13:30-15:00

週1回開催、筋トレ芝川

火曜日

下稲子区
寄り合い処 下稲子区公民館

10:00-11:30 たまり場下稲子寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２金曜日 

11月10日(金)脳トレ運動指導 下稲子区公民館

10:00-11:00 たまり場下稲子寄り合い処(寄り合い処で実施)

3月8日(金)人生会議 下稲子区公民館

10:00-11:00 たまり場下稲子寄り合い処(寄り合い処で実施)

下羽鮒区
寄り合い処 月代古田公会堂

13:30-15:00 寄り合い処あやめ

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４水曜日 

寄り合い処 本町集会所

13:30-14:30 初音寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１金曜日

寄り合い処 朏島公民館

13:00-14:00 朏島寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３金曜日

5月19日(金)筋トレ指導 朏島公民館

13:30-14:30 朏島寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月16日(金)転倒予防 朏島公民館

13:30-14:30 朏島寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月28日(水)人生会議 月代古田公会堂

13:30-14:30 寄り合い処あやめ(寄り合い処で実施)

7月7日(金)筋トレ指導 本町集会所

13:30-14:30 初音寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月21日(金)脳トレ運動指導 朏島公民館

13:30-14:30 朏島寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月1日(金)お薬出前講座 本町集会所

13:30-14:30 初音寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月6日(金)転倒予防 本町集会所

13:30-14:30 初音寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月20日(金)フレイルチェック・講話 朏島公民館

13:30-14:30 朏島寄り合い処(寄り合い処で実施)
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 令和５年度　一般介護予防事業  問合せ　富士宮市健康増進課　２２－２７２７

内　容 日　時 会　場 申込　等

12月1日(金)脳トレ運動指導 本町集会所

13:30-14:30 初音寄り合い処(寄り合い処で実施)

下柚野区
寄り合い処 下柚野集会所

9:30-11:30 しもゆの寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054１２日

5月12日(金)転倒予防 下柚野集会所

9:30-10:30 しもゆの寄り合い処(寄り合い処で実施)

香葉台区
寄り合い処 香葉台集会所

火:10-12、土:11-15 寄り合い処もみじ会

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日、第４土曜日

6月20日(火)骨盤底筋トレーニング 香葉台集会所

10:20-11:20 寄り合い処もみじ会(寄り合い処で実施)

10月17日(火)低栄養予防 香葉台集会所

10:20-11:20 寄り合い処もみじ会(寄り合い処で実施)

上稲子区
寄り合い処 上稲子区区民館

13:00-14:00 えんがわ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２水曜日

11月8日(水)筋トレ指導 上稲子区区民館

13:30-14:30 上稲子寄り合い処えんがわ(寄り合い処で実施)

上羽鮒区
寄り合い処 松林集会場

10:00-12:00 寄り合いサロン松林

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日 

寄り合い処 羽行坂本集会所

13:30-15:00 羽行･坂本寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３・５月曜日 

5月16日(火)お薬出前講座 松林集会場

10:00-11:00 寄り合いサロン松林(寄り合い処で実施)

9月19日(火)ひざ痛腰痛予防 松林集会場

10:00-11:00 寄り合いサロン松林(寄り合い処で実施)

2月20日(火)人生会議 松林集会場

10:00-11:00 寄り合いサロン松林(寄り合い処で実施)

上柚野区
寄り合い処 上条公会堂・中才生活改善センター

13:00-15:00 上柚野区寄り合い処未楽来

会場毎月変更､問合せ 市社会
福祉協議会 22-0054第３土曜日

西山区
寄り合い処 西山公民館

10:00-11:00 西山寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第１水曜日 

寄り合い処 西山上公民館

10:00-12:00 寄り合い処里山くらぶ

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３月曜日
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内　容 日　時 会　場 申込　等

5月15日(月)骨盤底筋トレーニング 西山上公民館

10:00-11:00 寄り合い処里山くらぶ(寄り合い処で実施)

6月7日(水)筋トレ指導 西山公民館

10:00-11:00 西山寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月19日(月)８０２０健口指導 西山上公民館

10:30-11:30 寄り合い処里山くらぶ(寄り合い処で実施)

7月5日(水)フレイルチェック・講話 西山公民館

10:00-11:00 西山寄り合い処(寄り合い処で実施)

8月21日(月)ひざ痛腰痛予防 西山上公民館

10:00-11:00 寄り合い処里山くらぶ(寄り合い処で実施)

10月4日(水)脳トレ運動指導 西山公民館

10:00-11:00 西山寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月16日(月)お薬出前講座 西山上公民館

10:00-11:00 寄り合い処里山くらぶ(寄り合い処で実施)

11月1日(水)転倒予防 西山公民館

10:00-11:00 西山寄り合い処(寄り合い処で実施)

大久保区
寄り合い処 大久保公民館

10:00-11:30 大久保寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３火曜日

6月20日(火)人生会議 大久保公民館

10:10-11:10 大久保寄り合い処(寄り合い処で実施)

大鹿窪区
寄り合い処 富士山縄文の里大鹿館

10:00-13:00 縄文の里寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日

6月14日(水)転倒予防 富士山縄文の里大鹿館

10:00-11:00 縄文の里寄り合い処(寄り合い処で実施)

長貫区
寄り合い処 川合緊急避難所

13:30-14:30 川合寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４火曜日 

寄り合い処 長貫上公民館

13:30-15:00 上長貫寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第４木曜日

寄り合い処 天満宮砂原老人の家

10:00-11:30 すなはら寄り合い処おいっちに（12）

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054１２日

6月22日(木)転倒予防 長貫上公民館

13:30-14:30 上長貫寄り合い処(寄り合い処で実施)

6月27日(火)８０２０健口指導 川合緊急避難所

13:30-14:30 川合寄り合い処(寄り合い処で実施)

7月25日(火)低栄養予防 川合緊急避難所

13:30-14:30 川合寄り合い処(寄り合い処で実施)

8月22日(火)お薬出前講座 川合緊急避難所

13:30-14:30 川合寄り合い処(寄り合い処で実施)
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内　容 日　時 会　場 申込　等

9月26日(火)人生会議 川合緊急避難所

13:30-14:30 川合寄り合い処(寄り合い処で実施)

9月28日(木)筋トレ指導 長貫上公民館

13:30-14:30 上長貫寄り合い処(寄り合い処で実施)

10月26日(木)骨盤底筋トレーニング 長貫上公民館

13:30-14:30 上長貫寄り合い処(寄り合い処で実施)

2月22日(木)脳トレ運動指導 長貫上公民館

13:30-14:30 上長貫寄り合い処(寄り合い処で実施)

鳥並区
寄り合い処 柚鳥富士

13:00-15:00 寄り合い処柚鳥

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

8月17日(木)脳トレ運動指導 柚鳥富士

13:00-14:00 寄り合い処柚鳥(寄り合い処で実施)

11月16日(木)ひざ痛腰痛予防 柚鳥富士

13:00-14:00 寄り合い処柚鳥(寄り合い処で実施)

2月15日(木)フレイルチェック・講話 柚鳥富士

13:00-14:00 寄り合い処柚鳥(寄り合い処で実施)

内房2区
寄り合い処 代表者自宅兼店舗

13:30-15:00 仲良し寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２火曜日

寄り合い処 廻沢公民館

13:00-14:30 巡沢寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３金曜日

内房３区
寄り合い処 相沼公会堂

13:30-15:00 たけのこ寄り合い処

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３水曜日

内房4区
寄り合い処 尾崎公民館

10:00-11:30 寄り合い処白鳥

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３木曜日

6月15日(木)フレイルチェック・講話 尾崎公民館

10:00-11:00 寄り合い処白鳥(寄り合い処で実施)

7月20日(木)筋トレ指導 尾崎公民館

10:00-11:00 寄り合い処白鳥(寄り合い処で実施)

10月19日(木)転倒予防 尾崎公民館

10:00-11:00 寄り合い処白鳥(寄り合い処で実施)

11月16日(木)脳トレ運動指導 尾崎公民館

10:00-11:00 寄り合い処白鳥(寄り合い処で実施)

猫沢区
寄り合い処 猫沢区民会館

13:00-15:00 寄り合い処おにゃん子

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第３日曜日
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明光台区
寄り合い処 明光台公園

15:00-17:00 明光台寄り合い処たまり場

問合せ　富士宮市社会福祉協
議会　22-0054第２日曜日 
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