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"と
hり 陽だ0工信も今年最後の発,漱りました 0年はタアプラザの運営で

必須さ れている第二者評価を受需いたしました(指定管理

"|.l内

に受け級 されています)

ケアプラザの管理や日頃の業議等について書類つ 確認やヒヤリングなどを行いれ た 評価機関
力ちは 適¨ 営や地賭 性に合わせた事輩が実施できて1繁たの調面をいただきましたが

何より郎 かったのは 職員の対応や―卜感に,ヽてお褒めを頂いたことです なかなか評ll表に

現れな0モとですが 評価員の方々には感じていただけたようです
地域の皆楼にも司じように感じていたaするようここれからも取員一日邁進していきたいと思います

新し1ヽ年も ど費 よろしくお願いいたします
,1

今回の第二者評価の結果は 今後 ホームページや広報紙
予定です

百人区のホームページで公表する

横浜市美しか虚鐵 ケアプラザ

所長 石井 屯也
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～～ 美しが丘地域ケアプラザ 2017(平成29)年のトピックス ～～

増り途中の寄11道nフェ
がはじまりました 1

今年6月 まちづくり

大作朝カフェから名

称を変えて 泄1或住民
と地域曰烙支援セン

ター職員 生活支薇
コーディネーターが

協働して 定期間催し

ております
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12/3(0)
13:30開強

曲曰 ま変更する場合がこざいます

予めご了承ください

当ケ7プ ラザ 多ebl十一′ι

■力o■澪料 0しさみ不晏

く演奏予定山>

♪見上げてごらん夜の星を

♪恋人がサンタクロース

♪君の瞳に恋してる  など

5月～iO月まで全4回
フラワーネックレス青

葉と連動して 当ケア

フラプの植え込みに

お花を恒えつけていた

だくボランティアを

彗り 活動していl_だ

きましF_
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表しか丘地域ケアヌうザ主催事業のご案内
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閾催0=:'月 第1 34の ヽ嘔員

`乾

墨 |. 13(30～ 15:00
会 場 ,多 ケアプラザ 多目的ホール

■か贅 110100円 (賦代)

姜,前ヤヽみ 迪霙はお゛虫しもできます

渡辺 智子さん (ソ方 ヵ 半澤 尚美 さん (ビァヵ

犠3火曜日に通ぅ政の金 【ど
=た

でもご参,0いただ,ます】

歌謡の会 アロマで

=事
業のお問い合わせは h045-901-6665

フログも婢時員新! 11t`、
・ ■t,,7'「 くヽ検索J
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翼 多鶴 予
対  象 :調理のできるお子さんとその保護者

またo小学生4年生INl上のお子さんペフ

奎隻人数 :ベフ5組 10名 く申込み先首順う

会  場 i当ケアフラツ 調理室 多目的ホール

内  容 12品を全員で調理して 試食 します

参 力0費 :ペア で 150D円

講  師 1人神 美票子 氏 ィフリ
'日

虐研究憲

ポール ベル ベルターを使った楽しい親子体揮教室

となたでもご動 oいただけます

12月 はおllみ

〈対  象〉

¨ とそか黒護者 劉

爛 催日晴)

日∞  1111 1125 211
2115 311  3115

(本)10130～ 11:30当ケアプラザに■

・_lo貴 11回gェ円 OR園式aX錮 分
X参10費は初日暗|こ全6回分いたF_きます
講 85:」厳 智姜先生 沖_。
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口さ訂

花総症対策
,H301月 17伯 oo ll,30～ 1230
:当ケアプラデ 地曖ア列し■ム .
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PBマスブレー&アロマ ―ヽム(軟脅)10鋼寸

:内3 早栄子 先生
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110名 (鋤祠2の市j先日向
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12/25明〉lLi30～ 15:∞

当ケアプラブ 多目的ホール

参力0費無料 申込み不要

前後半合わせて20曲程度歌います

途中体憩あり 歌詢は映写0_●す

アコーディオンの■

^に
,オ泄 て元気に

楽しく歌いましょう! 取詞は映写します

途中ll憩あり脳トレ

`本

操もやります

平Ft'0年 1/16日 (火)

開催曰時

間催場所

多 加 費

定

請
10:00～ 12:00 当ケアプラザ 多目的ホール

参加資無卜
「

中込み不要

お気権にご参 ll iください

く講畦ここ参加される皆さまへ>
駐車場スベースに限りがありますので

お車てのこ来Fはご遠ぼください
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にすプラーザ珀量ケアフラザ 共催事黎

12/1k金)|しが丘地事
'|プ

|ザ集合

10:00-12 :00
2時間かけて歩くコースです

参11受無料/申込み不要

雨夫時は■■となります

30当ケアプラザ

平成29年度 介護者のつとい0
「
川
「
―遠方に住む親を呼び寄せる

介護について

。日時1‐ 20ω 1330～4500
0会場 当ケアプラサ 2F多 目的ホール

● J2 介護者の方または介護に間 いのある0

脇 謂辞l道カフ
12′13.〉
1● :30～ 15:

1′100)

範mと :黎籠
どなたさまもお気軽にご参力0ください
お問い合わせは担当上原までお願いします

◎情報共有      ‐●|■

介護必 要になつF_ ■1■

親御さんが地域で    r

僣5[11まT差2が |`
考えられるのか多様なケース

0茶話会

参力]音0±て気軽にお話ししましょう

参力嗜 無料 要事前申込み  (担当 1川 崎)|

秋と言えば 読言 スボーツ 行業、食欲の秋などとも言われておりますが

地i或でも運動会や例大祭などが催されているのを目に致します 計画 準蠅

進行などに携わる方長には計り知れないご吉労があるかと思われますが 地域の方ヽの親瞳や地

元への愛着 想い出

「
り0と 様々な所に繋がっているのだなと餞しております 私自身も地元

て行われていたお祭りやどんど焼きなどの日い出は

'で
も,い に残つております

地域を歩いていても ゴミ拾いをされているん 苺草抜きなどされている方 横断歩道で安全

を見守る方 近所のらを,い配され連絡を下さるん 歴史のお話をして下さる方なとなど 地域を

守り 支えていらっしゃる方々が大勢存在することを 0ヽり ました 自ら率先して行動する まさ

に 枷 域の宝』ですね。少しても真 tlて い|プ F_ら と思います 地域を歩いていると

数多くの事な 0ることができ 人としても成長できるような気がします ・・方―キ
ングなどをされる時には少し視点を変えてみるのも違う発見があって楽しいかもし

れませんね
ところで ケアプラザ周辺にt却実の6所はあるのでしょうか??

7月 よリケアプラザで実施しています ポールの貸し出し

(無ll)ですが お陰様で7名の方がⅡ J用になって下さつ

ております.数に余裕がありますので 是非試してみたい

という方はお声をかけて下さい |!
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地域活動団体にお部屋をお貸ししています

※個人にはお興してきません 群しくは帝ケアプラブ議員までお間い8わせください

お貸ししているのは4っのお部屋です

利日いただける団体は

地域で福祉保健目的て

活動している団体 等

その他 有料利局口体

銀iは

ケ77ラザて活動

している
=0団

体

ボランティアグループ

配食サービスグループ

R健活動推進員会

友愛活動委員会

子ども会   |
老大会

高齢書体操クラブ

絵画サニクル

ララタンスサークル
社交ダンスサ■クル
料理サークル

演姜グループ

太極拳サークル

コーラスグループ

麻雀サークリレ

バソコン教
= など

忙しく 人閲関係が多様本社会では 本来人間が

持っている自然なリズムが乱れがちです.自然のリ

ズムとは ,0のリズム 昼夜のリズム 食事のリ

スム 起きるl.間 寝る時間 1週間のリズム、

lヶ月のリズム 四手のリズム、1年のリズムなど

があります.人によりその影響は違いますが その

生活リズムを舌tさないことが基本|こなります

更に自律神経は脳のより影響を受けています.

いわゆるいの問題です.特に惑情はよい効果だブで

なく 多くは各種のストレスとして働き そのイさ

果 自律神経のバランスをマイナスの方向に向 ,る

原因となります

美しが丘地域ケアフラザ協力医

小澤クリニ ック 」ヽ澤 進

テーマ「自律神経の働きと病気」

この改善には 周囲に共感できる人や 悩みを

打ち明ける人がいる 意欲や生きがいを振り向 ,

るものがあるなど日噴の人周関係や 生活習慣が

病気では 気管支喘息 過換気症候群 高血圧

不整lFt 起立l■恒血圧 胃 十二指腸浸瘍 上部

消化管機能障害 過敏性腸炎 食欲不振 ]口満、

多汗 不眠症 緊張性頭痛 片頭痛 メニエール

症候群 口形脱毛症 尊麻疹 (しんましん)更
年期障害など様々なものがあります

横浜市美しが丘地域ケアプラザ               にまフラー硼 より]
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