
横浜市美しが丘地域ケアプラザ
(社会福祉法人 縁成会)

住 所 :横浜市青葉区美しが丘4327
電話 :0“―∞ 1-6665
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ナレーションによる午後のひととき 鹿嗚館|け のヽ事やかな文化の
'|で

花開いたき業の一綺をお楽しみください
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当タアプラザ 多日的ホール

参加費無料 中し込み不要
となたでもご参力,いただけます

く演奏予定山>
♪宮城道雄:書の海
♪ウ ォルサーク:ユーモレスク
♪′ラ‐ムスのソナタ

ほか

面目は変更する場か
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詢 ヽす
予めご了承ください
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第 10ロ 地靖わくわくふれあいテー

姜しか丘地域ケ77うザ祭

'1/12(日

)10:30～ 13:30●rm
●模ltl店 (飲食)0模擬店 (その他)0無料プース ●ステージ輛料)

●やきそば ●豚汁 ●フライドポテト ●やきとり 0お BIIつき 0ボップコーン

●綿菓子 ●おでん 0各種ドリンク ●揚げたこ焼き 0射的 0花育ブース

●ふれあい喫茶フース  0手芸・小物販売ブース  0作品F.示 0キッズスペース

0健康相談フース

●元百川小学校有志による合唱

●劇団そよ風Ыusによる映写紙芝居 嘔 姫物語」

●ミュージックベル メイカ レミニコンサート

●午後の歌会～野ばら

ケアプラザ祭にご協力いただく地域活動団体υ幅不同 破網ゆ
奨し

'丘
4丁目l檜治会/美 tllf 4丁目購自治会/元石‖平川自,88/元司 ‖おやυDe/靭 :菊市議 青防団男 1分団焉211

山的西地区保健活動推進員会/反湮切 レーフ/お父さんのフライバン/胃桑の風/0い処 螂/NPO法 人フラワークラフなな夢
種子田ふれあいカフェ/たまフラ写翼 具楽都/あみゆう&ハーモニー/給手紙サークル花みすき/あめんぼ/ミモザの含
6-ぷ― しスすたアメイ功 レ/劇回そよ日J¨′元司 ]小割支/ハ ック トラッグ/青薬区役所
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※画像は昨年度の様子です
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介護●睦 専になったらこうする?
あのこ0こうすればよかった

'心得を学ぶシ!′―ス講座
P“29/16に

)14:∞～1500
当ケアプラザ 多目的ホールにて

参加費無料 ●し込み不要

こんなとき あなたならどうする !?
ケース :地方で暮らす親を呼び寄せるには

ケース :老老介護が招く誤解と実態について

劇団そよ風Ыusによる寸劇で事例紹介します

解説は l.政詈士の先生になります

P“ 3

10/211■)14∞～15 Ckl

最新の福祉用具を みて さわって 体験会

シューズ・ 杖・ 電動カートなど

当ケアフラザ多目的ホールにて

,l10賛無料 申し込み不要

颯ι%聾.‰
◎管理栄費士によるセミナー

|            (9:∞ ～10,30)

_   O峰 咤 化¨ ぐ暉

“
、   O認 詢症予防について

介護たられば講座

どなたでも参加いたた,ます   111

定墨層「鑑 傷偕轟 ヨ

10/6(金 )巽開E地域ケフカプ案8

10:00-12:00
2時間かけて歩くコースです

参』崚 無料/申 し込み不要

雨天時は中止となります

¨
健

0知っ得請話 ●茶露会
ノスタルジックをテーマに
懐かしいあの頃を思い出し
ながら楽しく会話しましょう

脇 ・寄‖壼カフェ
10′ 11.)11′8。)

1● :30～ 15:30当 ケアプラザ

入退室自由

申し込み不要

参加贅100Fl

どなたさまもお気軽にご参力0く ださい
お問い合わせは lB当 上原までお願いします

0● ● ● ● .....● ●
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平成29年 度 介護者のつとい0

日『ワレ彎シュ外出
今回のフログラムは外出機会を提供します

行き先 :県立 四手の森公□ (横浜市緑区)

雨天時は横浜ラポールになります

初秋の国内をIIt策 してお弁当を広げながら

多加者の皆さんと一緒にホっとする時閂を

過ごしませんか?

0対象 1介護者の方または介議に閲″いのある方

定員7名 〈申し込み先着順)

中し込み期間 102～ 40′13
定員に達隊 第 締めtllり ます

5∞円 C瑣普代とい

現地までの移動はケアプラザの車両を

使います

Rη「場「ぶ量」僣][鯵?[EFべ
ます。日時1020 ③ Ю∞り,"鶴

イ31① 掃■予足
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美しか丘地域ケ77う ザ主催事業のご案内～ 10月・ 11月
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「 嚇3火曜口に通う歌の合

いぶき吉写の会
オ  氣 :

開催 0■ 1

の

,ォ :

奏か贅 :

どなたでもご,卜 ヽヽだだけます

基月第1 3迫の本颯ロ

10/5  10/19

11/2  11/16

13,30～ 15100
当ケアプラザ 多目的ホール

1口 100● (期 )ヽ

=具
はお贅出しもできます

歌謡の会
アコーディオンの伴苺に合わせて i気に

薬しく欧いましょう! 欧詞は映写します

途中traあり脳トレ体操tやります

10′ 17   11′21FI(火 )

10100～ 12:00 当ケアプラザ 多日llホール

参|1費無ll中し込み不要

お気軽にご参加1ください

この謁座では 快眠|こおすすめのアロマと

その使い方 ブレント例などをごイB介 します

講語後は アロマディフューザーを作ります

午後の強会
|.  |   ⊃スモス

渡辺 智子 さん でップラカ 半澤 尚美 さん (ビァヵ

10/230)1330～ 15:∞

当ケアプラザ 多日鉤ホール

参lo贅無料 ●し込み不要

Hl」後半合rlせて20曲程度軟います

途中休憩あり 叡回は映写します

暮らしあたした講座
私たちの日々の吾らし|こは様々な問題が

`Sり
かかることがあります その問題苺:決

のヒントとなるよう専門家からお話しを

同いみなさんと一措に考えま,

テーマ『インフルIンザについて』

調l● :神票川県,生●I究所3L物 :」 主任研究曇

書事業のお問いさわせ|き h045-901-6665

1030～ 11130
門に場所 1当JJンフ′フラザ ,コケアルーム

参」:贅 600円

“

迪 容器代 )

要事動中し込み 定勲 0名

間に日暗110月 18日 (水 )

どなたでもご参加いただけます

山内西地区線健活動推進員 共催

J1/29(水)1330～ 1500
当ケアフラザ 多目Oiホール

参力0資無料 要す前申し込み

美容む健康味唱調座
みそ●知暴●嬌露こかん

1 1/22 (水 ).3

く講座にご多加される旨さまへ>
駐車場スベースに限りがありますので
お車でのご来館はご●きください

たん辱噌Ell停簾

:3Э ～ 15【 OЭ

当ケアフラザ 多目的ホール 調理室

く内 容>
0講話『健康食 味愴の効果について』
O味暗のフレンジレシビ紹介
0かんたん味増作り体験 (黒豆味噌)

,力0費 lひとり200C口 (味噌2 κ 込)

要事前申し込み 先言受付順定員10名

憔力 あ,●●
=じ

多
=“

書融 ,(ヽ′啄 メイド)あ

…
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となたでもご参加いただけます

,ログも呻鮨更新| ェ|
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鱗  フラフーネックレス青葉2017
美しが丘地域ケアフラザ花咲フロジェクト

鋼子のミュ

:0日 ID鵠

ックセラビー

フラワーネックレス青葉201Ⅲ業の一環として 当

ケアクラザで口芸ボランティアを,案 して 地域活

動につなげる日的で訃座をF]催中です フラワー

ネックレス,業に●74で終了となりましたが 当ケ

アプラザでは以 ドのプログラムで実施しています

525(本)開講 オ ,エンテーション

6122(本)館外エリアに首を定植 (春 ■用,

%28(木)"耐北都市場 花丼楔見学
1026(木)館外エリアに苗をだ● (秋 冬用,

閉:甚

,計上のみなさんは講座

以外の時間で ,ヽ "帯 ラン

ティアで tlE苗 の水やりや

IIⅢ抜きに来ていただいて

おります  講座の様子⇒

ドレミニラント参加書募集
音楽を使つて 一緒にお子さまの成長を

見守つていきましょう

見学も可能です

(対象のお子さん〉

平成 2年 4月 から平成29年3月生まれ

開催 1第 1 3火曜曰 ハM
会場 :美しがl■地域ケアプラザ

備
=ク

リスマス会 個別発達相談有り

鵞・健康相餞官
美しが三地域ケアフラザ 協力医
」→撃ク リニ ック 」ヽ澤 違

神経には脳 肯髄の中枢神経とそこから各臓器 器官に伸びる
末梢神経に分かれます.末 1肖神経は更に手足を意識して動かした
りする体制神経と無意識のうちに消(し吸収 い臓の拍動などのパ

ランスを調整する白律神経にわかれます
この自律神経の働きが日々の生活の健康の田整をしています。

いわば自然のリズムです。自律神経には 日覚めてから活発な活
動を束J激する交感神経系と 無意識のうちに体の調整をし、交感
神経に抑制的作用を持つ.l交慮神経に分かれます.この両者のパ
ランスにより曰々の生活が調整されています。更に自律ネ0経は■
枢神経である]画の影響をうすています

現代人は多くのストレスや自然のリズムを乱しやすい生活をし
ており とかく自律ll経の働きが不調になりがちです そこから
多くの症状が起こっているF_め その調整をする健康法が注目を
実めています 次口は自律神経の具体的問題にふれま■

テーマ「自律神経の働きJ
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横浜市美しが丘地域ケアプラリ

(社会福ll法人 録成会)  =揆、

【たまプラープ駅より,

東急′, 「虹ヶ丘輌    「美しが丘西J

「江田地  '柿雷 賄コ 行 東罐

「美しが丘3丁目」パス停下車 鮭歩7"
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[あきみ野駅より}

小田叡 スヽ i向 ,昴こ園J行

史3バス
'た

まフラーザ駅,, 葉車

「平lt′ スヽ鯵下車 徒う6分

蕊da堅測ぃ 〕ぃ      (1 8'い

交
通
手
段〒225-OЭ 02

横浜市育葉区美しか丘4-32-7

電話 046-901-6665
FハX045-901-6718
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