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3月の美しが丘アフタヌーンコンサート

第102号

地域ケアフラザでは 年に1度 はIl域 住民や利用者の意見を集約し

う定められており 昨年 10月 に利用者アンケー トを実施しました.

でいただいたこ意見を一部こ紹介いたします.

利用者アンケー トにご協力ありがとうございました

11用 者満足度等の把握に努めるよ

今回は アンケー トの自由記入綺

地域活動交流事業 生活支援体制整姉事業 lt餞 包括支援センター

2鵬 の廊下に■アコンがな く夏場署い .

トイレスリッパが乱雑な崎が見受けられる.

マナー向上の掲示をしたらいかがで しょうか

青葉区役所から紹介され 包盾支援センターの存在

を知りました

1 講座に参加し 寝たさりにならない予防が大切だと

1 思いました 。

居宅介謹支援 (ケ アマネジャー)部 門 デイサービス部円

こちらからの要望に対し 介護保険対象とな
る ならないを計しく説明頂きました

総合的に安心してお任せ出来 家族として助けら

れているという実霰で感謝しております

冷肩が強い場所があるので調整してほしい

いただいたこ意見を莫摯に受け tめ  改善司能な事項については 適自対Ftし てまい0ま す.尚  構造上改善

不可能なtの  安全性や環境への取り組み等で対●●している事項 こついては旨さまへのこ理解を改めてお願い

したいと考えております これからtど うぞ宣しくお願い致します また アンケー ト間間以外でしご意見箱

を設置しておりますので ご活用ください  尚 アンケートの集言1結 果等詳細 よ 当ケアスラザホームベージ

■でも公表していますので是非こ覧ください



う燿のひろば
となた様tご参加いただける大人気の議の会で

す.子供のころに歌った唱歌やにかしい歌謡山な

ど 半澤先生のビアノと渡辺先生のリー トに合わ
せてみんなで訳うと,い し体しリフレッシュ |

声を出すことはとて,健康に良いことたと実感し
て頂けると思います。事前の中し込みは不要です
のでお気軽にこ,lllく ださい.

うた :渡辺 智子 さん  ビア′伴
=:半

澤 |・l美 さん
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3文F載 日に通う馴なの

当ケアプラザ多目的ホール

時間 13:30～ 15iOЭ

2/19
〈火)

3/19
〈火)

アコーディオン :福岡 安弘さん 歌のリート,人草 弘子さん

毎月定期間催しているこちらt大人気の歌

記の会です。アコーデイオンの伴奏に合わ

せて こ参加のみなさんと一緒に主に唱款

などを楽しく軟います。 曲の間には先生

の業しいトークしあります。お申し込み不

要ですのでこ近所やお友達をお誘いあわせ

の上 お気笙にこ参加ください.

子青τ廿ロンのご紹介
今回は美しが丘地域ケアプラザのエリアにある子育てサロンの2か所をご紹介します どちらもとても和やかな
雰囲気で沢山のおもちゃや給本、工大を凝らした催し物などでお子様は楽しく ママはリラックスできるサロ
ンとなつています.お子様の年齢や住んているエリアは関係がなく また事前申し込み等は不要なのでお子様
のご機囃やママのご都合に合わせてお気軽にお出かけください。

子青て♪

毎月ほぼ第2火曜日 10ЮO～ 1■∞ (2月 はお休み)

スタッフによるわらべ歌 絵本の紹介 読み聞かせ

簡単な手作業 保健師さんのお話など色々企画して
います 授平し中のママにも優しいデカフェコーヒー&デ
カフエ紅茶をご用意しています.

山肉ひろば
姜しか●両
保ホ自治会館に

毎月第4木曜日 1030～ 1200(3月 はお休み)

ベビーマッサージ 出張ぶ―ふ―しえすた 親子体

操 カフエなど様々な企画を行つています 駐車場が

有りますのでお車でも大文夫です.民生委員児童晏

員が時間中はほぼ常駐しています

荏子ロ

本嶋公ロロース
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堰の途中の寄ιl道カフェ
美味しいコーヒーを飲みなから 講話や

おしゃべりの2時間で譴でも参力]て

きます.関 ,いのある方や

'め
ての

方 お反達とご一緒なとお気軽に
(水 ) ご,力]ください

毎月第 2水腱日

13:30～15:30

3/13

4/10
(水 )

写真は ′9の カフェの様子で

す ためきの会さんによる
落語会 肖さんと初実いて

大盛況でした

rウ ォ
みんな元気で

ヽ

′
健康あるき ～

3/1
(金 )

り歩きます.

だ

`フ
ラー釉 ●t‐アカ ,■8

約2時間のコースです′ゝ 膏葉

区内を中心にゆっくり のんび

4/5
(金 )

雨天l.は中止となります
上着や帽子 水分は必すお持う
ください
X3月と4月て集合場所が異な

薬●●丘0●ケ,力,■8り ます お気を付け下さも、

1亀f]群。。

第5回目

～巻後の住ま11惨自宅?それ

こt施設 ?～

=3:●
0～15:●0

介護予防 日常生活支援l.合事業   はきた =とおる  き

生活支援 ]― ブ ィネーター  渡 谷  透 が言■く   ‐

今回 ま 毎月第2水曜日に当ケアプラザで開催している『坂の |
途中の寄 り道カフェ』のボランティアグループ「オ レンジ
SJの音様を紹介させていただきます。グループ名の由来で |

すが 温かさを感じるオレンジ色は「手助けしますJと いう
意味を持つと言われており そこに明るく実顔の絶えないメ

ンバーの皆様のお姿を重ね合わせまし
た.一昨年5月 のカフェの立ち上げの際には メンバーの皆様とプログラ
ム内容やメニューなどの意見を出し合いました 現在でもカフェ終了後
には,力]者の方々により楽しんでいただ するよう話し合いを重ねており
ます.お もてなしの心と実顔で地域の皆様に接 して下きる「オレンジ

S」 の皆様 ま これからも地域のコミュニティと支え合い作りを行って

くださいます。

3

「自宅と施設 どっちがいいの?J「元気な内に
できる準備は?J学 んでおけばきっと役に立
つ|1 是非ご参力0下さい!|
となたでもご参力0頂けます 事前にお中込み頂い
た万を優先してご案内します 当ケアプラザ多目的
ホールです.

2/27
(水 )



餡 礼は0雪ぇままな減ま鰤酷μ筆隆劉
お楽しみ会 会場姜い戯厳ワ‐‐ず ハイキング ※献軋です

『手■りのコンサートをご―結に』

3/4  出澳【teto teto(テ トテト〉

(月 )

13:30´‐

コンサー ト後 懇親会を行います

参力0貫3∞口 い 察薪 代として,

"9 λ曰モI腫
(金

ら    中込不要 直隻集合場所へ

参加費鰤 口をご持参ください

9). 出
発鼈ξ平

公演後 懇親会を行います

参lll贅 300円 (お茶棠子代として
'

行先 :江の島

たまフラーザ駅前 9:OЭ集合

中込不要 直接集合場所へ

参力:費300円をご持参くださll_

昼食は自由食となります

4/26
(金 )

お楽しみ会は13i30～ 15:30の開催になります ハイキングは9'帳 合で概ね44100解散です
お申込み先は ら、くろうの会|こなります 群しくは当ケアフラザヘお問い合わせください

健康相議室
美しが丘地域ケアプラザ 協力医
小澤ク リニ ック 小澤 進

テーマ「 呼吸器感染症」
今年に入つて例年同様インフルエンザの流行が,台まりましF_ 今回は0乎吸器感来に対する防t'につllての

話です ウイルスにしても

“

D菌 |こ しても夕国 からの侵入は 具 □からが主体です

□と鼻を比べてみると 鼻からの呼吸の万が防蘭 t能が高いといえます 具の中は湿度が高く 鼻毛や縦

毛が多いため外
=『

からの異物やばい菌の侵入を防いてくれます □呼吸は直接喉や気管にばい菌7J入 りや

すく 乾燥した空気が入る為に喉を傷めやすくなり不利 |こなる0で , 4寺 こ夜は□呼吸の方|ま帳を傷めや

すくなります
日の中1線事 歯周のばい0てかなり不衛生です 唾液は免疫物質を言んでおり それの増殖をlllえる効

果があり 唾液が多いと飲み込みの量・・ 回数が増えます それら

`食
道から胃に入るF_め、気管 ]ヽへの

侵入を減らしてくれます 胃に入つたばい菌1編酸の効果で死減されます 高齢になると叫下障害が出て

きます これt.呼吸器感染 特に誤吼性31炎の原因になります つのも化|き 喉などの筋肉の低下など

が原因です 加えて全身の免痩力の維持種 要です 消ネ摯に疾患のある方はもちろん 栄董状態の低下

睡眠不足 過労 不規貝Jな生活は全身の免疫力の低下につながります 肺■ワクチンの多種もお忘れなく
してください

横浜市美しか丘地域ケアプラザ
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〔たまフう―ザ駅より〕

東急バス「虹,丘営業所J「美しが丘西J

「江口駅J「柿生器前Ji 羮菫

'美
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