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平成25年 3月に関所した横浜市たまプラーザ地域ケアプラザは おかげさまで丸5年力錮きまυこ。

これからも、地域の管様とともに歩んでまいりますので、どうヽころしくお願いいたしま二

平成29年度のケアプラサ事業を振り返りますと 4月より集い事業として

嘲 暮将棋の口」がスタート!地域のポランティアの方々c~13カの下、小学生を

はじめ初0者の方も安心して気軽に,力oできる場所として定書してきました。

また、カフェのポランティアさんから「お部屋の壁が地味で寂しいJとのお戸を

いただき、6月から「おりがみボランティアの日」が始まりました

どちらの事業も毎田 o名以上のこ,力!をいただき 多世代交流の場にもなつています

ヨき続き、平成30年度も地域の皆様が気軽に立ち寄れるケアプラザを目指して参ります
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六人のめιl絵 (3回シリーズ)

第4ホ曜日

'3:00～

4月 26日、5月 24日、6月 23日

15:00 定員:20名 〈先着1債 )、 出入り自由

ふらつと気軽に、おしゃべりしながら、大人のぬり綸を楽しみませんか?

場所 :当ケアプラザ 地域ケアルーム対象:どなたでも  申込み不要
   II露墨≡霊夏垂肇ΞttIII更霊三≡

アートセラピー効果 集中力を高める効果の他 色を選ふ 手先を動かすなど脳の様々な箇所を
刺激レ 脳の壱{ヒb上にも効果があるとも言われている「ぬり絵J.ス トレス発散にもなります |



初めて利用される方
大歓迎です 1

Ｃ
ａ健康饉持・仲間づくll学着噂じて星+.地爛ケ,7,■に_‐A場ください′

**辟細は当ケアプラザのチラシ HPをご覧ください**

あaばおもちゃのひうけ
0たま7う―ザ 劇懸虚

発達に|い配のあるお子さん 障がいのあるお子さん

青児に悩む曇育者のF_めの《おもちゃのひろ|めてす

日

"130,4日
(ホ).4月 :1日 (*)

毎月第 2水曜日開催

:●:00～ 12:00/:3:0● ～:ら :● ●
(12C0 1300●間ま昼食珈所としてお部屋を開放します)

会場 : 当ケアプラザふらきる一む ※■込み不要

aけoしご,こ ―手
ヱ詈道(受)

おはなし 綸本の調み聞かせとご紹介など
曰時 :3日 28日 (ホ)4● 2,日 (ホ〕

:4:30～ :●:00
会場 :当ケアプラザ ぶらぎる～む
対象者 :就学前のお子さんと費育者
参』0贅 :無料  申込み :お電話 窓□

～おとなのためのお活●～

声立える棒「■み諄リネJ

曰時 :4月 4日 (ホ),4:ヨ ●～1●:00
会場 :当ケアプラザ 多目的ホール0
対象者 :どなたても ●lo妻 1無料
申込必 要 当日先言50名

たき塚う-4fa暮編颯0日
3月 ,■日 (■)4月 2,日 (■)

●月第3土曜曰開催

1200～ 1500(出入り自由)

初,い者 CK!どなl_でも (小学生～高齢者)

会場 :当ケアプラザ ポランティアルーム
Ⅲ … ●●●●●̈ ●●̈ ●●̈ ¨‐●‐‐‐―‐‐‐‐・・・・・ ■

rおι脚みボランティアの日」
～

‐
プラふらっとヵフェ のお3屋を節る

季節のお花を折り紙で作ります～
3月 ,3B Oゆ・ 4月 :● 口 0ゆ ,輌 ～,“

"場所 :当ケアプラツ 地域ケアツレーム
対象音 :どなたでも (出入り自由)

濯躍写繰腱∋

纏:::鎌去1:・瞳勘
(主治医から運動を勧められている方)

会場 :当ケアプラザ 多目的ホールЭ
参加■ :無料 定員 :″ 03  ×要申込み

力午後の音楽会カ

ポピュラーソングヨンサート
曰 時 :3月

1島 讃 14130   1′
´

ポーカル i遭彙 哺 くだんじょう あさら)さん

会 場 :当ケアプラザ 多曰詢ホール①
多加贅 :無 料     対 象 lどなたでも

員 :当日先彗50名  申込み不要

当ケアプラザ登録団体
からは

のスウ ィンタ′く― ド
1345頃
(ジャズコーラス)

カアンサン,`=セレーノ

143)頃
くフルートアンサンフ
ル)

が出演予定です

あおけカノン20,8

即 1 遊びに来てください。

“

●なでつながるチヤリテイーコンサート

ヨロ●日 (全):1:00～ 1●:00憫場,0:30,

場所 :フ ィリアホール 〈盲桑区民翅じセンター)

参加賣 i無料 贅勢金にご協力ください

青葉区内の12地域ケフプラザと青葉区民文イヒセン

ターフィリアホールが主になつた「つながり」がテ
ーマの自然災薔復興チャリティーイベントです コ
ンサート 模擬店・アトラクシヨン等もりたくさん !



歯妾十半

も
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曰利 ]]i』:[]」 り颯 内の つ

が 3月 38 桃の節旬です そもそも中国伝来思想と

して桃には魔除けの力があるという考え方があり こ

の日 (B目の3月頃)は政払いの日でもありました

その観想が日本に伝わり 人のけがれや災いを形代に

移して11こ流す「流 Olt」 として生まれ これが自中

で行われていた「ひいな進●Jと合流して「ひな無り」

が誕生します うなみに 昔から邪気の象徴は鬼とさ

れ (師分も同② 桃には邪気を払う力7・rぁるとされて

きました。この思想から「桃太
=1」

という民語が生ま

れます 子供の健やかな成長を顧うひな祭り 由来か

らみても、音は男女間わず、お祝いする習慣があった

そうです 日本の剣とを感しなから ひ
`祭

りを味わ
えたらいいですね。 A .ラ ン十一 ●ホ 饉子

来士半十

月―ウォーキングの
お知らせ

3月 2日 (全)10:00～ 1200

10時集合 たま郷 ケア方●

4月 6日 (金)10:00～ 1200

10時集合 美しlJE地域ケアカげ

大好評の数独クラプの第2弾 !

6回シリーズで数独を基礎から

学べます 初心者の方が対象です.

剛 に HI・L′ 麟 綺 め 鞠 独 クラ 7第 2弾 ′

: 毎月第 1月暖曰  :
: ※̈ 第2月曜日 :

ロ

9:30‐ 11;00

04月 9曰

②5月 フ曰

◎6月 4曰

07月 2曰

03月 6日

⑥9月 3日

参力0費 i200日′各 1

電話 窓□てい込み

※申込受付開始

3月 20曰 9:∞～

|※ 前回の講座にり10され こ方は中し込めませ刻
●● ●● ● ●. .

今後希望する講座 アンケート回収数 128枚

(複数回替可)

`0     60     80
(人 )

口]モ予防

認知症予防

― 嬌し

お口の健康

防災

介[爆験や制度

鑢 法

肺″予防

赫 み方

その他

未回答

6月から半年同に渡り6回の誦座を開きまし

た.延べ171名の方にこ参力]いただき、福71に

闘する様々な情報を利云えしました

講座終了後のアンケートでは「介護保険」や「認

知症予闘 についての開lL・の高さ洲司えます (右
図参照)ま F_「今後も語座を継続して欲しい」と

のご意見もいただきまυ
=。日30年には皆さんのこ意見を参考に講座を行

う予定です

感嗜け自分で決められる
''く

F面≧)
いつもなら流せる事が 妙にイライラυ

=り
くよく

よ気にしてしまったりする手ま有りませんか?それ

は0と身体が落ち善いているかどうかが大きく影彗

するそうです。自己oメ ンタルヘルスを保つセルフケ

アの基本は睡眠と置前と言われていま義 睡眠は長過

ぎず短過ぎす適度に 副本を動かす機会を意識的に作

る事で食事も美味しく感します 今日出来る事はなる

べく今日に ても先の事は者え過ぎす、やれる事から

こなせばいい。そう考えられるようになつたらセルフ

ケアは成功と言えるかもしれませ ぉ́

=任
ケ
'7ネ

ジ●― ●け口l ■

地域包括支援センターは、あなたの街の気軽な相談窓口です。



当ケアプラザで活動している団体さんのご紹介で二
興味のある方は、当クラフラザまでお問合せください.

愕んトモ にブリオバトル‐翻以蜘
“
岬グーo

共有レ 楽しく本の魅力を語り合いましょう !

活コ予定 :4月 6月、9月、11月 翌年2月
鮨2金IE日 昼の彎口薔

颯所 :当ケアプラザ  対彙 :本に興味のある方
ウ加贅 :500円′1回

※日時場所変更あり。日時決定次第ケアプラサ内に■贔

本の紹介が人と人を繋
く 今の時代の新たなコ

ミュニケーショングー

ムです。なぜ選んだの
か とう顧じたかなど
お互いのおすすめ本を

"ザ
思前俸操 7E撃重7君器も

ゆつくり肪内トレーニング !

ゆつたInス トレッチ !

ご一緒に少しずつ自分のJ体
と向き合うところからはじめ

ませんか?

活動内曹 :月 4回 鮨トレ ストレッチ
第1喝)|… ～lG∞ 当ケアプラザ
繁2 3(月)14CЮ～1¨ 美しがFlll嬌ケフプラザ
繁4口,130m1430美 しが丘中学校多目的数室
(日時・ 嚇 は奎受あり〉
含贅 150円′1回  対象 となたでも

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ協力医
青葉区医師会     ぁりもと ゆたか

有本小児Fl内科 院長 有 本  寛 先生

やっげιl大切なのは,手洗いこうかい

インフルエンザの流行が一段落すると つきま花粉症の季節がやってきます.

ウイルスとアレルグンのちがいはあっても どうらも原因物質を体のなかに

取り込まないようにすることについて 対策は一緒です。

「ていねいな手洗い」と□腔内‐ 潔を保つための「うがいJや 1歯磨きJが
また 触 抵抗力が低下しないように規貝」正しい生活を,b掛け

体譲が悪いと思ったら早めにかかりつけのお医者さんに相談しましょう

大切になります。

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ
Q全福祉法人 縁成全)

〒2る 。‐い 横浜市青案区新511二丁目1-15
たまプラーザテラス リンクプラ,4贈

争・
“
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■電話 045-91o-5211
●FAX o45-91o-5231
■HP hゅ .″甲*.輌鯵ぃobぬm● J。′

:たまプラー●●P直結 (中央改オt:
:□ )、 リンクフラザの4贈です :

:(銀行のを横にあるエレベー :

:ターをこ利日ください)   :
:               

…… :

0体餞日 毎月、第4月嘔日
3月 26日 (日 )・ 4月 23日 (月 )

贄館予紙 福祉保健のこ掲凛は受け付けてお蟻

K900‐17ml
※12月 20B GD～ 4月 3日 0ゆ
年末年始のため体彙とこります 0承 ください巖

oaゃこぁιv4口 麟
火 ホ (● :30～ :● :30)

0こに与★ひう″ (… )

子ども向けのイ
^ン

ドプログラムを
,加料無料で土日に実縮しています
鮮しくは■薬区ホームページにて

rどにち★ひろばJ


