
 

 

 
（令和 2年 3月 30日） 

 

 

新型コロナウィルス感染防止のため、４月中旬まで、 

各種プログラムを中止とさせていただきます。 

なお、下記事業については実施致します。 

地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【実施事業】 

 ①通所型サービス事業（午前中のみ） 

  滝野川東 毎週木曜日 ／ 桐ケ丘 毎週水曜日 

  

②個別相談・情報提供事業 

 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは各施設までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ】 

ぷらっとほーむ滝野川東 03-5974-2540 

 ぷらっとほーむ桐ケ丘  03-3908-1277 

介護予防拠点施設 

ぷらっとほーむ滝野川東・桐ケ丘 

プログラムの中止について 

 



 

 

 
（令和 2年 5月 7日） 

 

 

新型コロナウィルス感染防止のため、５月末まで、 

各種プログラムを中止とさせていただきます。 

なお、下記事業については実施致します。 

地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【実施事業】 

 ①通所型サービス事業（時間短縮） 

  滝野川東 毎週木曜日 ／ 桐ケ丘 毎週水曜日 

  

②個別相談・情報提供事業 

 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは各施設までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ】 

ぷらっとほーむ滝野川東 03-5974-2540 

 ぷらっとほーむ桐ケ丘  03-3908-1277 

介護予防拠点施設 

ぷらっとほーむ滝野川東・桐ケ丘 

プログラムの中止について 

 



 

 

 
（令和 2年 5月２７日） 

 

 

新型コロナウィルス感染防止のため、６月中旬まで、 

各種プログラムを中止とさせていただきます。 

なお、下記事業については実施致します。 

地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【実施事業】 

 ①通所型サービス事業（時間短縮） 

  滝野川東 毎週木曜日 ／ 桐ケ丘 毎週水曜日 

  

②個別相談・情報提供事業 

 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは各施設までお問い合わせください。 

 

【お問い合わせ】 

ぷらっとほーむ滝野川東 03-5974-2540 

 ぷらっとほーむ桐ケ丘  03-3908-1277 

介護予防拠点施設 

ぷらっとほーむ滝野川東・桐ケ丘 

プログラムの中止について 

 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

７月のプログラムについて 
（令和 2 年 7月 10 日） 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

      ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水曜日・金曜日  

時間：1部 １０：００～１０：３０                 

2部 １３：３０～１４：００  

参加人数：各８名 

     ⓸ 体力測定会（申し込み制）                                                     

日時：7月２１日（火）                                                                                           

1部１０：００～１１：００                                          

2部１３：３０～１４：３０                                        

参加人数：各１０名 

事前検温、マスク着用お願いいたします。 

飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

８月のプログラムについて 
 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

 

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

 

      ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水曜日・金曜日  

時間：1部 １０：００～１０：３０                 

2部 １３：３０～１４：００  

参加人数：各８名 

         

事前検温、マスク着用お願いいたします。 

飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

9月のプログラムについて 
 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

      ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水曜日 

時間：1部 １０：００～１０：３０                 

2部 １３：３０～１４：００  

参加人数：各８名 

     ⓸ 体力測定会（申し込み制）                                                     

日時：9月 8日（火）                                                                                           

時間：1部 １０：００～１１：００                                          

時間：2部 １３：３０～１４：３０                                        

参加人数：各１０名 

事前検温、マスク着用お願いいたします。飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

10月のプログラムについて 
 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

 

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

   

    ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水曜日 

時間：1部 １０：００～１０：３０                 

2部 １３：３０～１４：００  

参加人数：各８名 

 

 

事前検温、マスク着用お願いいたします。飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

11月のプログラムについて 
 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

 

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

   

    ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水・金曜日 

時間：1部 １０：００～１０：３０                 

2部 １３：３０～１４：００  

参加人数：各８名 

     ⓸ 体力測定会（申し込み制）                                                     

日時：11月 17日（火）                                                                                           

時間：1部 １０：００～１１：００                                          

時間：2部 １３：３０～１４：３０                                        

参加人数：各１０名 

事前検温、マスク着用お願いいたします。飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

12月のプログラムについて 
 

 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

 

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

   

    ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水・金曜日 

時間：１部  ９：３０～１０：１０                 

２部 １１：００～１１：４０ 

 ３部 １３：３０～１４：１０ 

参加人数：各８名 

 

 

 

 

事前検温、マスク着用お願いいたします。飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7滝野川東区民センター2階 



 

 

 
（令和 3年 1月８日） 

 

 

政府の緊急事態宣言発令に伴い、当面の期間、本施設での各種事業・

プログラムを休止させていただきます。 

なお、一部事業については継続して実施いたします。 

地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【休止する事業】 

① 1月に実施予定をしていた各種プログラム 

  （介護予防体操教室・体力測定会） 

② 施設貸出 

③ 出前講座 

【継続実施する事業】 

①  通所型サービス事業（毎週木曜日） 

 時間短縮及び人数制限あり 

②  個別相談・情報提供事業 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】 

 ぷらっとほーむ滝野川東  電話 03-5974-2540 

介護予防拠点施設ぷらっとほーむ滝野川東 

緊急事態宣言発令に伴う事業の休止について 



介護予防拠点施設 

 

ぷらっとほーむ滝野川東 

3 月 22 日(月)以降の 

プログラムについて 

 
 

    

 新型コロナウィルス感染防止、新生活様式より人数や時間を制限し下記事業に

ついて実施いたします。                                                                        

新規ご利用希望の方につきましては直接お問い合わせください。                   

引続き、地域のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

【実施事業】  

➀ 通所型サービス事業（時間短縮）  

毎週木曜日   

⓶ 個別相談・情報提供事業  

     月曜日～土曜日 

    ⓷   介護予防体操教室（個別連絡） 

曜日：水・金曜日 

時間：１部  ９：３０～１０：００                 

２部 １１：００～１１：３０ 

 ３部 １３：３０～１４：００ 

参加人数：各５名 

 

事前検温、マスク着用お願いいたします。飲み物、タオルご持参ください。 

今後も状況に応じて変更の可能性がございます。 

詳しくは施設までお問い合わせください。 

【お問い合わせ】   ぷらっとほーむ滝野川東    電話03-5974-2540  

          北区滝野川１ー4６－7 滝野川東区民センター2 階 




