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しながわシニアネ ッ トは、シニアがいさいきと自
立 して地域社会 へ参画するために必要な情報 と、交
流や活動 の場を提供 し、あわせて情報活用能力向上
など、次の諸活動を支援 します。
① 自立と地域社会参加に必要な情報の提供
② 情報通信技術 (IT)を 活用 した学習と交流の場
の提供
③ 心と身体の健康を維持 し増進するための
情報や機会の提供
活 動 の方針 】
【
実現するにあたつては、
「 いろいろなことにチャレ
ンジする気持ち」を基本に、
「 自分のやりたいこと、
できること」を「 みんなで、気軽 に楽 し<実 行する
こと」を活動方針としています。

活動拠点の「 いきいきラボ関ヶ原」の施設運営・
管理、パ ソコン数室 (は じめてコ…ス、なれようコ
ース)、 パソコン相談、いきいき脳の健康教塞、シニ
ア
リーダ ー講習会、シエア情報生活ア ドバイザ ー
「
養成講座を品川 区から受話 し、地域に貢献 していま
す。
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健 康 維 持・ 増 進 は シエ ア 世代 の 最 大 の関 Ib事
で す 。 専 Pヨ 講 師 によ る ス トレッチ、健康ヨーガ、
スロー筋 トレの 3講 座が毎週 2コ ースずつ開催され
ています。又、パ ソコンによる年賀状作成講座など
会 員の要 望 によ り各種 講座 が開催 され ます。

講座やサ ークル活動の後、 コー ヒーやお じるこ、
クリームあんみつ等々で渇いたのどを潤 しなが らの
楽 しい談笑のひと8寺 。カフ ェ・ ラララは会員のオア
シスとして、な <て はならない憩いの場です。
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会員の中で同 じ趣味を持つ仲間が集まって楽 し<
活動する場がサ ークルです。や りたいことがあれば
“この指 とまれ"で 3人 以上の仲間 (正 会員 )が集
まり、運営委員会の承認を経てスタ ー トです。活動
はすべて自主運営です。
現在、パソコン系で、 7サ ークルが活動中です。
画像処理
シェープアー ト
ー
ポスタ
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運動・ 文化系サ ークル として、卓球サ ークル (卓
球愛好会)、 デジカメサ ークル (デ 写歩)、 ビーズサ
ークル、折 り紙サ ークル、ちぎり絵サ ークルが活動
中です。

しながわシニアネ ッ トの活動は
● 趣味を楽 しむ ・・・・・・ サ ークル活動
● 地域や団体に貢献する 。・ 事業活動
しながわシニ アネッ トの活動は、サ ークル活
動と事業活動で構成されています。これ らの活
動はすべてを会員が協力 して行 つています。活
動はサ ークル、行事、講座、勉強会、例会、検
討会などの形で行われます。
あなたにチャレンジする気持ちがあれば、ど
の活動にも参加することができます。新 しい企
画提案などは会員の互選による運営委員で構成
される運営委員会の承認を得て実践されます。
しながわシエアネ ッ トの基本は、全員参加の
総会で決め られます。総会は原則年 1回 ですが、
必要に応 じて臨0寺 総会を開催 します。
当会では、誰が主役で、誰が脇役、ということ
はありません。あなたが主役、誰もが主役です。
あなたと新 しい仲間の活動が しながわシエアネ
ッ トを支えているのです。

【
年会費】
正会員 (個 人)
賛助会員 (個 人)
賛助会員 (法 人 )

2,400円
2,400円
10,000円

会員登録時 に年会費をご持参 ください。

【
入会の条件 】
品川区に在住の 55歳 以上の方で、当会の趣旨
に賛同 じ活動できる方
【申込み方法 】
いきいきラボ関ヶ原受付でお申込みください。
電話、FAX、 Eメ ールでもお申込みをすることが
できます。お申込み後 に、当会の運営委員が日0春
を決めて面談 し会員登録いた します。

場所は関 ヶ原シルノヽ一センタ ーの 2階 です。

〒140-0011
品川区東大丼 6-11-11
いきいさラボ関ヶ原
(開 館時間 :月 ～金 9時 ～ 170寺 )
電記廻野号
FAX溜 旨1ヨ

03-6902-0025
03-3764-0069

Eメ ール infOChinaga1/va― snjp
201302

