
横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ平成30年 11月行事予定表

「1● |≒ l≒lttlttl誅
曰 時 事 業 名 対彙者 頭 お申し柩み

11月 20∝ )

100Э～1200
月―ウォーキング
たまプラーザ地域ケアプラザ集合

となたでも な し 申込不要 参加贅無料

11月 70は )

19CC～2000
「腱でもヨー加  (後わ ②
次回|ま 12′ 5(水 )

どなたでも

※若干名
=集

中

20名 電話・ 窓□で中込

'力

0■無料

11月 9日 〈金)

1500-1700
ぼつとおしゃべり会③
次回は28(金 )

ほっとしたい万
不安のある方

な し 申込不要 参加,無料

11月 13日 (火〉
13К)Э～1350

ヘルスプロモーション鵬座
「口の健康と誤疇性肺贅の
予鮨J

おおむね65歳
以上の方～

30名 電話・ 窓□で申込

参力o■無料

11月 13日 (火〉

1400‐ 1500
「期本の事を学ん¬粕
〈後期)②

次回は 12′18(水 )

おお0ね 60歳
以上の方～

25名 電話 窓0て■込

参力0賣無料

11月
`4日

(わ
14CO/153D

福祉睛座O
田知症サポート医に聞く !

訥 動

…

どなたても 0名 電田 窓□で申込

参力0賣無料

11月 150(わ
1400-16100

おりがみポランテイアの日
次回は 12/20(本 )

となF_でも 20名 申込不要 参力o■無料

11月 18日 (曰 )

,030～ 13eЮ
願浜蹴 プラザ

第0回 ケアプラザまつり
※群組は凛面をご覧ください

鋒 孟霞驚菫♪唸
11月 22休 )

1000～ 15:00
大人のぬり絵カフェ

次□田 ′24〈本)

※12月は●||みです

となたでも 20名 申込不要

参力0贅 :`CO円
紅茶 :ICO円

11月 23日輌 〉
1330～1530

♪□知症予防の集い場♪
「プラぶらっとカフェ」
次回は1221(0※第3週

どなたでも な し 申込不要

参10費 lαЭ円 (兼桑子D

11月 24日 (■〉
,2iCO-15oo

「囲薔将棋の日」

お気軽にお立ち寄り下さ
し`  次回は 12′15(■ )

どなたても な し 申込不要 ,加費無料

11月 29日 (わ
1330-1 5iOO

福祉議座②

寸劇て楽しく、ょくゎかる 1

威年後見制度とは

どなたでも ∞ 名 電

“

 窓□で申込

参力0棄無料

※定員に達咬 事業は掲載しておりません。
【11月 12曰 く月〉9:CЮ～■込開始】

「クリスマスのアレンジメントtり露曽会J 12月 7● (金〉
`3co-15oD対象者 :となたでも  材料妻 :D3Э 口  定員 :先善 30名  電話 窓□て■込



電話 窓□で申込

,力0■無料

11月 13日 (火)

1500～ 1530
子育てママの

■体の事を学んで体操

子育て中の方

あおば おもちゃのひろば
0たまプラーザ
(12ね0～1‐0はランチタイ0
次回は 1212(水)

発達にO働があ
るお子さん
ホつと一思つき
たい螢青音の方
もどうぞ

申込不要 参力]贅無料

*お気軽にご来館ください
11月 14日(→
l CICK～ 1 21ЭЭ

13〕ЭЭ～15:DЭ

回

首

組

督
先
“

電語 窓□で申込

参加費無料

11月 24自〈土〉
101∞～11130

搬 ψb子育て応

…

目が塵oた～ 2虚
未潟のお子さんと

その断鸞 Vヽ

上配の情報は平成 30年 11月 1日現在のものです

情報内容については変更する蝠合がごさいますので 予めご了承ください.

※定員に速した事業は掲載しておりません。

●子『軍繁多ΞラツWeEl
●        トーンチヤイム演葵 (Looo)

1l oo～登録団体による

響翼すば顎騒、1炉料  J
おからピザ クッキー  ※無くなり次第 販売鮮

こ翻 ―ク ぷらきる～むにて       。

¬
樅欝今話脇 記鰯:伊鋭 藤
綸本パフォーマンス ねそうアート     ・

1130■本組成llによる健康チェツク     ■

ワニ皇締で蒸 豊霊
1囃

'T有

ノ`
嗚災コーナー

亀

★おやこあそび場☆ (多目的ホール② ぶらぎる～む)

ご来饉者多数鵡 は 利用制限を腋ける場合がごぎ崚 予めこ了承くださtヽ

HP:htb′′″okuse ka―ゎるhamaio/ouЫics/nda′ 10/

m      「たまぷら けあぶら」

＞

月

月

一岬
一「
‐２

体く 毎月第4月暉日

20日 (月 )

24日 (月 )

*貴館予約 福lIP健のご相談は

受けております (9:00～ 17:OO)

樋きま
豪

首がすわったら～ねんね

おすわり F_っ ちくらいまで
優コ1 3 CXI～ 16_30

困 930-1 3KX

ぞうさん

下

あんよができたら～

未就学児まで
国 930～ 13∞

困 130。～1630


