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<ケアプラザ祭にご参加される皆さまへお願い>当日は駐車場スペースはご利用いただけません。 公共交通機関にてお越しください。

1

攀輔̈一醸癬
一



馨
=II羹

春感豊:理まりJ=夢通轟手ゴラ事事I真蓬菫峯

10/71
■|(`0■|

(担当■1上:D

認知症の人と家族が

安出して暮らせる

^・認矢E症了
"力

■時性 今かlD始める1●守後0すちづくり・‐

5月 から月 1回 でシリーズ開催しています

当セミナーは、各地域からたくさんの方々

にご参加いただいております。

認知症予防をテーマ

に講師の方のお話を

伺ったり、参加者同

士意見交換などで開

心を高めていただき

盛り上がっています。
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介護予防 。日常生活支援総合事業   はまたに

生活支援コーディネーター〕寝谷 透 が行<

平成28年7月より美しが丘地域ケアプラザC
コーディネーターに着任しました 濱谷 透で0
特別養護者人ホーム 緑の郷に約20年勤務し、

やご入居者の機能訓練などを担当させて頂きました。趣味は 身体を動かすことで、スポー

ツ全般大好きです。ケアプラザに勤務して約3か月ではありますが、美しが丘の地域は、健

康意識が高 <、 意欲 (積極)的な方々が多い印象を持っております。少しでも早<地城の

事を矢Bり た<て、地域を歩いたり、マップ作り (地域の特徴を把握するため)などを行つ

ております。生活支援コーディネーターは、住み慣れた地域でより安′いして、その人らし

い暮らしを送って頂けるようにご支援させていただ<役害」となります。『生活でのお困り

ごと』や『もっと○○したい』などといったお声を様々な場面で伺うかもしれませんの

で、その際は是非ご協力頂ければと思います。これからもどうぞ宣し<お願い致します6

地域を把握する

ため マップ作りに

属力んでいます
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開催口時 :毎 月第1 3逍の水曜日 (況 日合)1  10/10(月 ・祝 )10:30～ 12:00

会場 当ケ7プラザ幾   10/6  10/20
参カロ費無料。お申込み不要■ /■ ″面 轟   ■ ■ /0 ■
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11月 28日 (月)13:30～ 15:00

渡辺 智子 さん (ソプラノ)半 澤 尚美 さん (ピァノ)

参加費無料・ 申込み不要

前後半合わせて20曲程度歌います   、

カー"は…蔵に1諏癬防の一環
:ti:  #楽しく歌いましょう! 歌詞は映写します     対象にした音楽療法プE

途中休憩あり 脳トレ・体操もやります     概 要 :①季節の歌 ②チ

会場 当ケアプラザ 多0的ホーJL博 却o―15腎
〆 子胚 髯摯£,奮IDⅧ舗

.欄ね小学生のお子さんと保護者の方¬‖.参力E費 300円 (コ ー

憔―ス作《∫能躍

霧③′2籠〕ω 管:0ロト1慇題 ‐
11/1よ日)石
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親子のミュージックセ予ピー
10穐轟機

ドレミニラント参加養募集
音楽を使つて 一緒にお子さまの成長を

早け::I:Iiう  鱗ヽξt豚
平成25年 4月から平成26年3月生まれ

平成26年 4月から平成27年 3月生まれ

平成27年 4月から(要相談)

開催 :第 103火 0窪 日 AM会場はいずれも

第204金 曜日 AM 美しが
冦″冤 苛

y

備考 :ク リスマス会 個別発達相談有り

財瑣艤颯曖鰤贔屁写鶉蝙漑
***配食スタッフ募集***

毎月 高齢者宅に 手作りお弁当を配達して
いる地域のボランティア活動です (年 15回 )

友愛グループでは 調理または配達のお手伝い

をして下さるスタッフを募集しています
活動日 :毎月第1(金)9:○○～14:OOほか

詳し<は ケアプラザヘお問い合わせ下さい

糧彎躍響r翻
<活動予定内容>

・ おススメ本の紹介/情報交換
・朗読ボランティア活動  等

6月～8月でケアプラザで実施した
『声に出して読みたい本講座』の
参加者が 本をテーマにしたサークル
を立ち上げました。初回活動日は
10/26(水 )13:30～ 15:00
美しが丘地域ケアプラザにて

ご興味ある方は 見学にいらして<ださい
本講座での様子

‐鋏轟褥勒膠
美しが丘地i或ケアプラザ 協力医
ノ」ヽ澤ク リニ ック  ノ」ヽ澤 進

テーマ「腸内細菌驚異の世界」

人の全身の細胞数は約50兆個から構成されています
が、消化管にはその10～20倍の500兆～ 1000兆
の細菌が存在しています。その作用は腸の運動や消化
吸収に影響し、栄養の供給、便秘や下痢などの原因に
なります。細菌の種類によっては腸の炎症性疾患の原
因とされ、胃にヘリコノヾクターピロリ菌が感染して

いると、慢性胃炎、冑漬瘍、胃癌の主な原因と
なっています。 ・
消化管にとどまらず、全身の免疫機能の重要な
役害」を担っており、肥満、糖尿病にも影響して
います。更に脳内伝達物質に影響し、感情や運
動機能の調整に作用して脳の病気の原因になる
と考えられています。従って腸内細菌の内容を
よい状態に保つことは、健康に  ...
生活するうえで非常に重要で  二
あり、今後の研究により益皮  11
健康に影響を与えていることが |=

分かつて<るでしょう。    1

腸内環境を整えましょう  11
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