～２月 の げんき館だより ～
３月１日でげんき館は開館から
１０周年を迎えます。
日頃よりげんき館を
ご利用の皆様、
誠に有難うございます。
皆様の健康維持・
増進に貢献できるよう、
安全かつ快適な運動環境の
提供に努めてまいります。
さて１月から第４期の教室が始まり、
第１期（４～６月）の申込も受付中です。
スタジオ等の教室や、ジム等での運動で
汗を流し、健やかな毎日を過ごしましょう！
３月１０・１１日は「春のげんきまつり」で
様々なイベントを開催いたします。皆様の
ご来場をお待ちしております。

☆フットサル Web 予約のお知らせ
《ご利用の流れ》
①利用者カード発行（１F）
②チーム仮登録 （Web）
③本登録（２F 受付）
※詳細は館内チラシや Web をご覧ください

第１期 （４月～６月）教室
★★ １次募集のお知らせ ★★
２０１８年度 第１期 （４～６月） 教室の
募集チラシが、１/２８（日） に館内配布、
ＨＰ、中日新聞 朝刊折込にて発表されました。
教室参加ご希望のお客様は、募集チラシを
ご確認の上、往復はがきにてお申込ください。

応募期間：１月２８日～２月１５日（消印有効）
≪ 子ども水泳教室に関するご注意 ≫
① 「 幼児スイミング 」 の ２クラスと、
「 ジュニアスイミング 」 の ３クラスは、
泳力によるクラス分けをしています。
泳力に合った教室にお申込みください。
② 「 幼児スイミング 」 と 「 Ｊｒ.スイミング 」 の教室は､
曜日や時間帯が別であっても、お子様 １名に対して、
往復ハガキ１枚のみのお申込となります。
上記の教室に、複数の曜日や時間帯で
お申込された場合は、無効となります｡
往復ハガキ以外の申込や利用者番号等の
記入漏れにつきましても、無効となります。
チラシに記載の 往復ハガキ記入方法 を
ご確認いただき､記入漏れ等が
ありませんよう、ご注意ください。
【 お問合せ先 】 健康づくりゾーン受付 ＴＥＬ：２１－７７３３

≪健康サービスステーションからのお知らせ≫

≪「春のげんきまつり」のお知らせ≫

『 げんきマネー 』をお使いいただけます

３月１０日（土）・１１日（日）に岡崎げんき館 開館
１０周年記念 「春のげんきまつり」を開催します！
イベント開催に伴い、３月１０日（土）は教室・ジム・
プール一般利用を休止といたします。詳細は、館内
チラシ・Web にてご確認をお願いいたします。

若宮・伝馬通り商店街で商品５００円購入毎に
１スタンプ押印 → ８ポイントたまると１階売店で
ペットボトル１本/商品１００円引き、いずれかを
選べます。詳細は「げんき!ひろがる。」第２３号を
ご覧ください。
広報誌
『げんき！ひろがる。』
QR コードはこちら ⇒

『 Facebook 』にてオススメ情報掲載中！
https://www.facebook.com/岡崎げんき館
-118261772082476/ まで
アクセスお待ちしております！

★フルーツドリンク１杯\３２０にて販売中！
教室ご参加の方は２０円引きとなります！
●いちごみるく
●小松菜パイン ●ビタ C アイ
●桃色吐息 ●美フレッシュ ●恋する苺（いちご）
●リフレッシュケア
●ラブベリーうるうるコラーゲン
以上８種類からお選びいただけます。

《３/１０（土）のイベント》

春一番！手作り雑貨市（ママン・マルシェ）

商店街 de わくわくスタンプラリー
タイムカプセル メッセージ公開
ワンコインレッスン（スタジオ・プール）
スタジオ教室発表会
親子できこう ちっちゃなコンサート
《３/１１（日）のイベント》

中京大 湯浅景元教授 講演会
岡崎薬剤師会 血管年齢測定など
子どもげんきクラブ（自然観察）
未来環境創造戦士エコマンダーショー
※公共交通機関でのご来館にご協力をお願いします
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≪子ども育成ゾーンからのお知らせ≫

『おひなさま』製作・展示のお知らせ
【製作】 ２/５（月）～１６（金）
【時間】 １１：００～、１５：００～
【展示】 ２/１７（土）～３/３（土）
【場所】 市民ギャラリー
「おひなさま、おだいりさま」をつくります♪

『節分の会』のお知らせ

≪ 情報ライブラリー （ 図書室 ） からのお知らせ ≫

『入園・入学準備』関連本を
特集します！
２月は、
「入園・入学準備」を
テーマとして、お弁当や
手芸に関係する図書を特集
します！こちらの図書を参考に
新年度のご準備をお忘れなく！

【日時】 ２/２（金）１１時～子ども育成ゾーン受付前

絵本の読み聞かせ 『 おはなしあっぷっぷ 』

『学泉のお姉さん・お兄さんとあそぼう』

【【開催日】 ２/２３ ※第④金曜日
【時間】 １０：３０～１１：００ 無料 予約不要
【会場】 子ども育成ゾーン プレイルーム
【対象】 未就学児 （ 要：保護者同伴 ）
【お問合せ】 ＴＥＬ：２１-１０１７

【日時】 ２/８、１５、２２（木） １１：１５～

『看護師によるワンポイント講座』
【テーマ】 『 予防接種について 』
【日時】 ２/１６（第③金） １１時～（無料）
【会場】 子ども育成ゾーン プレイルーム

健康岡崎２１キャラクター
「まめ吉」くんが登場します！
【期間】 ２/８（木）、１６（金）１０：４５頃

『 子育て相談 』 電話でも受付中です！
【日時】 月～土 ９時～１７時 ＴＥＬ： ６５-３８００

健康づくりゾーン 『健康相談』 を ご利用ください
運動指導士による 「運動相談」、
管理栄養士による 「栄養相談」、
保健師による「保健相談」を
無料で 受付しております。
（相談時間：１回 約３０分）
２Ｆ健康づくりゾーン受付にて
直接ご予約をお願いします。
（電話予約は不可）

愛知学泉短期大学 公開講座 のご案内
開催日時
２/３（土）
１０時～１３時

２/１７（土）
１３時半～１５時

講座名

野菜を使ったおやつを作ろう

『ペンギンクラブ』 開催のお知らせ
未就学児と保護者を対象に、楽しみながら
英語や外国の文化に触れるプログラムを
実施しています。 （事前予約不要）

【開催日】 ２/１７（第③土曜日）
【時間】 ９：３０～１０：３０
【会場】 子ども育成ゾーン プレイルーム
【対象】 未就学児 （ 要：保護者同伴 ） 【参加費】 無料
【お問合せ】 ペンギンクラブ ＴＥＬ：７１-４１７４

≪ ２月の混雑予想日 カレンダー ≫
日

月

３/１０（土）

親子できこう ちっちゃなコンサート

ほら!春だよ♪

【お問合せ】 愛知学泉短期大学ＴＥＬ：３４－１２１２

珈琲亭 『はんなり』 ギャラリー展示
２月は 『 雑貨（小物） 』の展示を
行います。ぜひご来場ください。
【お問合せ】 ＴＥＬ：２１-１８７１
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◆２６

２７

２８

満車

… 色付きの日が、満車 及び 混雑予想日です。

△＝教室お休み

◆＝休館日（第④月曜日・年末年始 等）

※ 岡崎げんき館には臨時駐車場がございません。
混雑を避けるため、公共交通機関、自転車、
徒歩でのご来館に、ご協力ください。
※ 満車時は市役所立体駐車場をご利用ください。
（市役所立体駐車場は無料・２１時閉鎖です。徒歩約１０分）

クッキーを作ろう！

１３時半～１５時

火

【２月の休館日】
ジム・プール・教室・
総合受付・託児
【 第④月曜日休・年末年始休】

図書室・喫茶・貸室
【 毎週月曜日・年末年始休 】

保健所

【 土日祝休・
年末年始 １２/２９～１/３休】

２６日
５・１２・１９・２６日
３・４・１０・１１・１２・
１７・１８・２４・２５日
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