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0対象 地1ま住民の方 年齢 畦別不間

なるべく全6回の講座参|]が可能て 講座終了後

グルーフて地iヨ活動に参加していただける●

◆会場 当地域ケアプラ,多目的ホール

●講師 岡野 i盲子 氏 G楽講師)

0傭者 参力嗜 は丹llです

お■し込みは当ケアプラサまで

美しI● E地 1ま ケアプラザ すすき野地域ケフフラブ

美しが丘西地区センター 其確事業

がまち探訪確v′
～c近所再発見 Iのん0り歩く歴史散歩～

5/23(水 )10iOO～ 12100
(プログラム 予定〉

美しが丘西地区センターで講座 (30分う～

保木～栞8う堂～湾の沢公園～A雲神社～ll凛,1

～美しが丘西地区センターで茶話会 (a分 )

参加資 (200円 (お■菓子代 飲み物代と して )

詢師 ガイ ド :ひろたりあん通信 宮澤 高弘氏

'加
申し込み方法 :4月23日 〈月)10100

当ケアプラザ 美しが丘西地区センターにて

受付開始となります (窓□ 電話)※定員25名

ド ,4r,竺君翼鷲蘇 
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'!【第5期生募集】

0日程 フログラム内容 く全6□ヽ

5116(水 )オ ,ェンテーション

61カ (水)音楽レクを学SI:

7¬ 8(水)音楽レクを学ふ2

9¬ 9(水)音楽レクを学ふ●

10¬ 7(水 )音楽レクを学ふ

`11121(水)音楽レクを学0●

いずれも13:30～ 15100

美しが丘地 ,ケアプラブ ¨ 保置舌動推麟 ス催

暮のし読んじん調座
5/23(ゎ 1330～ 1500

当ケアフラザ 多目的ホール

参力崚 無料 要事詢中し込み

今回は 健 康 フ ェ ス を開催 します

「骨JO「からだ」などの健康面を者えた

チェック測定会を行います

骨密岬 1定 体成分分析器によるチェック

テι製品健康飲llの試飲などもありますよ !

協力 :¨明治 嗜約店 いゆF_か



〆ゴ :

●知嘉 講話 0兼雷会
ノスタルシックをテーマに
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

‰ .寄ιl道カフェ
4ノ 11 5′96′ 13ぞ殿

も

13:30～15:30当 ケアプラサ

美しが丘 地域包僣支援センタ=

入退室自由

申し込み不要

参力0■1∞円

、 _ からのおしらせ  _
美しが丘 たまプラープ地域ケアプラブ 共催事業

ITIキン1彎漏:覇琴置ア
『～みんな元気で 健康あるき～     介識に関する様々 なお悩みをケアフラブ暇員や

` `′
■                 同じ悩みをかかえるこ家族様と共有しませんか

4ノ6 6/1く金)10:00-12:00  F難嵩ξ:蒻 糖 

『
しません,

美しが丘地域ケアプラザ 集合
(本)13:30～ 5,00

5/24 会場はたまブラーザ地1'ケア
プラザになります ご注意ください

参加貫無IIです
お飛とお禁子をごB意 しています

_    お気●iにご参加ください

どなたさまもお気軽にご参力0く ださい

lB当 は上原 川崎 頓 谷です

☆ 暮 ら しの あ ん しん 知 っ得 情 報  社会福祉±
"嗚

淳子

旨さんは「オレオし詐款J・●
・「還付金詐軟Jなどが疑われる怪しい電話を受けたことが

ありませんか? 地1咆括支援センターのH員がお一人暮らしのA様 を訪間中 まさにその

怪しい電話かかかつてきたことがありました 普段はとでも落ち首いた雰日気のA様が普段と

ま違い慌てた様子て電話対応されていたため ケアプラザ崎員が い 電話変わりましょうか」

と芦をかけましF_ A様が「, ちょっと掲談してからlFlり 返しお電話しますJと ,日手にlrぇた

ところ 何も言わすに電話は切れました.合語の内容を同っF_と ころ rクレジットカードの

情報漏えいの可育
=性

が高く 資産の保,のため 至急手続きが必要』という●.のでした

注意芹 ′

「
自分餞 シヽ

"ケ
″ と思っし た人

…

縁 讐 認 動 に 力 綱 て撼 ′

凄 稼 ′は 力 P,ツチン 物 罐 し た勧 う″うどのみgど_″ψ′

″,2静a茅だった場aス ま″コrレ″ぐらιりの度Jさ″ス●′

百葉区てもまだ,Eにできていない被害があると言わ71て います

訪間買取による被害報告も挙がっています 実際に被冨に通い誰にも,B談

でき,辛い思いを抱えている方、注意はしている,れと不安に感している

力なといらつしゃいましたら L●コ掲支援センター職員に□迫談下さιヽ

地域の言近な相談窓□として 皆様に寄り添った支援を行なっております

2

相談専用

…
Эl‐671



い ぶ き 吉 写 の 会

対  象 |ど なたでもご奏か たヽだけます

関撃口嗜 :摯 月第1 3■の木囃日

13130ヽ 15:00 (交● 13115)

会 場 :当 ケアプラザ 多曰■ホール

■
",,1010011(工

代)

姜事前中ヽス 近霙はお受出しもできます

礫3りt曜日に通う歌の壽

歌謡の会

:｀  どなた(tこ 参加いただけます

悽かしの歌や季節を感じる歌など  ')
みなさんと楽 しく歌います

当ケアプラザ 多目的ホール
参力0責無料 申込み不要
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時 間卜10,CXl～ 13,OЭ (各国共通)

会 場卜当ケアプラザ 調理室 多目的ホール

応募方法卜上:薦集期間にに当ケアプラブ窓□

|こて参力嗜 をお支払いの上お■込みください

申込先百順で定畳になつ次第締め切ります

事前キャンセル |● 開催曰2日前まで |こ 連絡下さい

以降は返金てきませんので 予めご了承ください

参加景卜晉回 ひとり 15)Э円

=ち
物卜エブロン ′ヾンダナなど頭を覆うもの

美 しが丘地域ケアフラザ主催事業のご案内
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:手作リバン &スープ

(5¬ ～5118)足員 18名

先生 れ ,。¬、3,IT腱●■,

のマJネ ギユ|ウのスーフ

刀フチーノ仕立て



ふ《冬:埒又ξゞDI貝[碁揚 鶉』}littξ
お楽しみ会 会搬・美ぃ丘堪け,カサ

4/2
コンサート～マリン′い 音色に誘われて

出漠 :マ リンBAマ リン
ヨンサート後 憩親会を行います
参加部 OO口 (お茶菓子ヽとして)

映画会『 ツクラツ ク』 (2014)

原作 iさだまさし 主演 :繕形直人

参加貢無料 13(30上映間l.

コンサート～ソフラノビアノの調べ

出演 :安江秋さん 冨口楓さん
| コンサート後 恕親会を行います

1 参加責鰤 円 (お茶集子代として)

|(月 )

5/7
(月 )

6/4
(月 )

お楽しみ会は13,30～15,30の間催になります
いずれも中し込み不要 お問い合わ

ハイキング

●先 :新宿御苑

たまブラープ駅前 9:∞集合

参加費m口 をご持参くださぃ

行先 :県立フラワーセンター大船植物園

市営地下鉄あざみ野駅前 9:O帳 含

参力0費3∞口をご持参ください

行先 :港北ニュ‐タウン散策コース

市営地下鉄 あさみ野駅前 O i OC集合

参力0責300円をご持参ください

ハイキング|ま9100集合て概ね14:OO解散です

せは当ケアフラザまでお願いします

〔たまフラー●lより]

吏急パス「虹 ,丘
=革

所J I≡ しが丘西J

`汀
F宏J「芍生訳前J行 業車

「美し,丘3丁ヨJ′ |ス●下自 徒歩7分

たまフラー柳 む]“を歩15ガ (1 2k村

(あさみ
=]聟

より

'1日
=ハ

ヌ「向,E建曰J5

東eバス ,たまプラーザ駅J行 災重

|``‖ |パフ応下車 任歩5分

一 黙 から|ま走髭3分 (1 8k● ,
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(水 )
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(金 )
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輿
ますはお肌より 肌の健康 老化防― 条
1紫外線を防く 老|とを促進する

2乾候肌に注意 冷たい水よりぬるま場で洗う 化粒水をつけた後
't液

 オイル クリームで水分が

健康ね雄官 謬泄階I暉
テーマ「若さを保つ (Ⅱ )」

飛ばないようにする

肌の張りを作るコラーケンがうまく形成されなし、 皮膚の入れ替わりがうまくいか

なしヽ タバコや睡眠不足に注意

精分が過薫1に 上昇するとAGFsと呼ばれる劣イししたたんはく異負が形成され

トラフルを弓き起こ, 過食 糖分の取りすぎに注意

3酸 |ヒ対策

4糖イヒ対策

ビタミンA

ビタミンC

皮膚の健康を維持する栄養素

皮膚の生まれ変わりを促進 乾燥肌の改善に役立つ ほうれん争 ニンシン かほちゃ
しその葉 バンル レパー ウナギ ]t製品
メラニン色桑の生成Ⅲ l制する コラーケンとの組み合わせて美肌度アッフ
パフリカ フロッコリ‐ カリフラワー レモンなどのは稲類 キウイフルーツ

a滉 タンハク質 身体の細胞を作り 生き生きとしF_健康[肌 を保つ

大豆 赤みの内 鶏の胸内 ささみ内 'パ イワシ ,n
それらの吸収をよくするには腸の健康を保つ

食物織縦 豆頬 おから 納豆 ごぼう アポカド 河藻■ キフコ

発恩す食品 納豆 かつお節 みそ キムチ ぬか潰け サワークラフ 麺塩
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横浜市美 しか丘地域ケアプラザ

(社会福祉法人 縁成会)  =,. 交
通
手
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横浜市言葉区美しが丘4-32-7

電話 045-901-6665
FAX 045-9Э l-6718
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