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登録団体交流会を開催しました !

6月に当ケアフラサ多目的ホール0にて三回にわたり「福祉保健協力団体 (団体1)交流会Jを開催し
ました 1貸館登録されている団体さんのボランティア活動協力への意識の高さをあらためて感じる会とな |

りました いつもご協力ありがとうござllます。

今年度から「ポランティア相:☆会J(ポランティア洒動のマッチンの 運営に携わっている「ぶらボラJ

メンパーの全面協力の下 実際にポランティア活動をされている団体さんの報告を聞き ワークショップ |

のご提案をたくさんいただくことができまCF_

これを機会に今後 団体さん同士のコラボレーション企画も

生まれそうな予感のする交流会となりました

こんなにいろんな活動団体さんがあるなん
で 窮きました
気軽にできるボランティアを知ることができ
て 皆さんの提案もユニークで楽しかつた

おやこあそび場 靱火木9∞～4o30開放中～ボランティアさんによるイベン

/..袋シァタ_ 縦しばい

体を使った連こ そして

横浜市たまプラーザ地域ケアプラフ cは

卜のご紹介～
|

`

素敵な綸本の読み聞かせ ♪

´
子育て中ならではの

/首 腰 肩 手首の不調や
お子さんの体の成長等を整骨

院の先生に気軽に相:☆ |

´

′ちらべうたを欧いひら
' パルーン遊0やハンカチ遊び

親子でふれあい遊改 ママの
エクササイズも 1

わらべうたで
おやこふれあい道び

館内褐示でこ確認くださいXポランテイアさんめイベントは不定期開催となります

:

おはなし

あんころもち

たま警 ―ザ 日碁こ1尋棋の日
毎日,回 第二土曜日 ,2:00～ 15:00

小学生から高齢者まで どなたでもお気軽にご参,0く ださい

初|ふ者歓迎 1 参加贅無ltl

「誰もが集える場所を増やし、衛を元気にしたい !」 という目標を掲プています.



これからのビックアップィベント!

健康維持・仲間づくll学習●こで是+地督ケ,“ ザにご来蝙ください′

初めて利用される方
大軟理です !

レクリエーション体操教室
みんなで楽しめるレク グーム 体l_の ご紹介

日時 :7月 11曰 (火)全 6回講座の4回目

尋ξ』景[][:[曰
』會il」33D`:∫

]t
定員 :20名 碗 首)お電話 窓口でお申込み

ざ

NPO諄 ,イ たらの会チーム横浜
たまプラーザ戦 ケアプラ・F 夫泄

～おとなのためのお話会～

漱 伝える物語「■ み姜
燦0きらめく

ハ
ソ 晨」

開催曰時 :7月 12日 (水)14'30～ 16:00

臨
ああげおもちゃのひろば

@た孝7う―ザ
発達にい配のあるお子さん 障がいのあるお
子さん そして、ご家族のための 《おもちゃ
のひろば)です

曰時 :7月 12日 (水)毎月第2水曜曰閲催
午前10時～12時 ′ 午後1時～3時

☆12時～1時の間は昼食場所とンてお部屋を開成します

会場 : 当ケアプラザ ぷらぎる―む

「萱休み ′小中学生のための
r7-ク

シ ョッ7 DAY」
7月 25曰 (火〉13∞～

`600(出
入り自由)

場所i当ケアプラザ 多目的ホール0先着20名
対象音 小中学生とその養育者※材料資がかかります

群細は当ケアプラザのチラシ HPをご覧ください

胃

催

１ヽ

「折ι]睡ボランティアの日J
～手節のお花を折りllで

含 場 :

参10贅 :

対 象 :

定 員 :

お申込み

(☆時間内は、出入り自由

当ケフフラザ ぶらきる～む

無 料

ほっとしたい方 不安のある

・フラぶらっとカフェ'のウェルカムボード作り～
7月 20日 (木)8月 23日 (水)1400～lm
場所 :当ケアプラザ 地域ケアルーム
対象昔 :となたても (出入り自由)

詳細は当ケ

'プ
ラ●71チラン HPを c~■ください

2D名程度 (先言順)(年齢は間いません)

:不要 い 気軽にお越しください)

aやこびトミック～ぃほ～
子遊び うた遊び リズム

親子で楽しみましょう !|

講師 :4t谷紀子さん

(こ ともの詩保育国 リトミック指導者)

日時 :8/23、 9/27、 10′ 25
(第 4水曜日)103o～

`o¬

5
定員 15組 (先着)

会場 :当ケフプラザ `『らきる―む

対象音 :あんよができるお子さん～未就学

児とその費育者

無料 お電話または窓□てお申込み

曰 暗 :9月 11日 (月)1500-1700
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_F● 地域包括支援センター たよιl

^`・
4●・

疲れた時は肉を食べます |

―介鐵者0つといを行いました一

5月 25曰に副知lI対応型通所介護テイサービス

センター万寿の森の岩田充史施設長にこ参lo頂

き 認知症についての請話を行いまυこ.7名
の方が参力oされ 実体験をふまえた意見交換も

でき 有意義な会となりました

お手伝いをするtt事です
保健師―一人でも多くの高齢者が元気に暮らせ

るよう、介饉予防のご支援や 病気や
障がいをお持ちの方●rこれ以上悪くな
らないようお手伝いするお仕事です

4鮪轟礫戦婁鐘3~′

♪好きなアーティストは?:チャイコフスキ

Sue3〈スタイルスリー)

♪ペットは? :犬 (シ ョコラ♂8め
♪好きな食べ物は?:肉 !
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♪ご自分を一言でお願いします 1

「方向音痴ですが くよくよレよいタイフで丸 」

n―ウォーキング
のお知らせ

7月 7日 (金)10時集合 10∞～12:OO

たまプラープ地域ケアプラザ

※8月 はお休みです。

9月 1日 (金)10時集合

たまプラーザ地域ケアプラザ

※偶数月は美しか丘地域ケアプラザ集合

元に作リステーション レポート0

たまぶらさくら会

参

"書
専纂中 ′ H25年 12月発足の「たまぷらさくら会Jは「健

康づくり」「転倒予防」「3きこもり予防Jをめ

ざuヨ に4回活動 ノています 楽しいから次も

来たくなる会です.一緒に体操しませんか?

活動日 :専月第 1 2 4水 曜日と第 3火曜日

時 間 110'00～ 11'30
会 ,1100円 ′月 (―.年分前m
間い合わせ先 ,たまプラーザ地域ケアプラザ

この度 たまプラーザ地域ケアプラザ地域包

お気軽にお芦かけいただけると幸いです.

括支援センターに着任いたしま|オ商添寿子です.

地域の皆様の健康をサポートできるよう介護予防を

中 bと い 譴知症のご相談や介護方法についてのア

ドバイスなどの活動をして参りたいと思います。

看薔師…痣気になられた方が元気になるための *



団体活動

ご紹角

ヽ0準θヽ⑮準θヽ⑥準θ ネ
当ケアプラザで活動している団体さんのご紹介です.

興味のある方は 当ケアプラザまでお問合せください

解当島 騒

毎月嗚二木暉曰に関饉予定
先薔Oo名様 500円
16∞ 入量 17●■18嗽

`栄養満点の美味しい家颯料理を
ご日蒸 美味しさと温かさが辟詢の
食堂で,お しゃべりしながら食事
をしましょう お一人暮らしの方
お知り合いを増やしたい方等 初め
ての方も椰コです

^′

田塀

相 曰 10"■ 2時
te日 1●縮

～
16時

≦具“ら選忠τ諸舅誕早
り)

世界の歌を幅広く歌つていま
す。楽let噴葉が罰めなくて0大
文夫 ! お|1間になって楽しく
0オタマジヤクシ♪と運びませ
んか?

=‐
・年 金口白

10睛～12時
―黎:験庁

xポール貸出は数に限りわり
両手にポールを持つて歩くノル

ディックウォーキング 運動0負
担をコントロールすること●tて

き 関節や膝に負13をかけすに誰

/fιテれ″
た■撃う

:も簡単に行うことができま,

健康ひこことアドバイス 諏
腸

慨
誌

枷　帳これから 食べ物の傷みやすい季節を迎えます

下痴症状が主なときは k嘔吐が止まったら)

またウィルス性胃腸炎も多く発生します 今回は 家族でできる対処法をあ|ザてみましょう

嘔吐から始まるときは

C吐気の強い間は何も飲ませない (あわてて大量の水分を飲むとかえって嘔吐を誘発することがあります.

こんな時 吐き気止め座案を持っていると便利です )

②吐気が落ち着いてきたら少しすつ水分を飲ませる (スプーンー□または 水のかけらひとつからでもか

まいません。)

充分な水分を飲ませるようにします 食欲があつても 0しろ食事はひかえめにして

腸を体ませてあげましょう (おかゆ うどんなどさっばり眈 消化のいいもの 乳児に

ついては 母,tやうすめたミルクがいいてしょう )

元気がなく顔色が悪いときや目がかわいて尿tu少ないときは 早日に診察をうけましょう

横∬希だぎウじ世ザ亀域ゲヴシリザ
(社会福祉法人 緑成会)

〒2258●●∞ 崚浜市青葉区新石川二丁目1-15
F_まプラーザテラス リンクプラザ4階
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0体館日  毎月、第4月曜日

7日 24日 (日)3月 28日 (月 )

負館予紙 福社保極のご相酬は受け付けており誡

19ω～1■Ю )


