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毎回ご
'=ETを

いF_だいているケアプラ

サのアフタヌーンコンサートを今年度

も開催いたします 5月 25日 はアンサ
ンブルあぎみ野さんによるクラシッ

ク 6月 2日は石川売太さん石 ,羊子さ

| き::iZ:言〔i子

春 ですゎ″是非ケ77ラザにお腱しください

4月 は い 単アロマハンドトリートメント作り,

です アロマの香りの中で癒されなからのりむ地の

良いトリートメントです。手軽に出来るのでご家

族にも喜ばれると思います.持ち帰り用のオイル

も作ります 躙乖

5月 &6月のアワタヌーンコンサート

ベビーマッサージは、
ママと赤ちゃんがたつ

ぶりふれあえる楽しい

⊃ミュニケーシヨンの

ひとつです 大好きな
ママに触つてもらって

赤 ち ゃん も リラ ック

ス 単発講座ですので

お気軽にご参加くださ

しヽ

頸 所長就任挨拶 この度 4月 1日より横浜市美しがEI地域ケアプラザ所長に就任いたし

ました川崎淳子と申します 日頃より地域の皆様 居宅サービスこ利用者

様 またご家族の皆様には温かいご支援とご協力をいただきヽから感詢■し上げます.

美しが動 域ケアプラサは 地 域の中で 地域のんと共にJという法人の基本姿勢を大切に 皆様との

出会いを大切にしてまいりました 私自身も今までの福祉現場 ケアプラリでの仕事を通してお会いし

F_多 くの方々との関りから『人と人がU会い関わりあうことの力』『美顔の交わしあいが持つ力』を

お教えいただき実悪しております

これからも 赤ちゃんからご高齢の方まで地域で暮らす万々が 身近な地域で人と出会い つながりな

から安,い して喜らし続けることわて きるよう 職員全員で,いを込めて,ホートさせていただきます

者輩の私にとつて身 [余る大役ではこさいますが 地域の皆様のこ意見を同いなから精―IT努めさせて

いただきます こうぞ宜しくお願いいたします
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美しが1丘タツキ一ン
萌 師 詢蛯お 葉●ll■r■0磁饉

「5月勝タイ料理」
世界のお料理に精通されている深江先
生の講座です 今回は本格的なタイの

生言巻き ハ ッタイ (タ イ風焼きそ
ば) ココ,ッ ツセ リーを作ります

講師・深江 久美子先生
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(フートコーディネーター
)

お家にお花を

“

ってみませんか?

おをに置するミ=畑議を学

…

ら ラウント型のア
レンツメントを作ります.コさんで業しいひと″を週

ごしませんか.お気瑶にご

参な くだ さ|、

整師

NPDフうヮークラノな二″

回 l「111¨
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く対  象〉

詢 刀 セ 罰 霜 枷

く開催日時 全6回〉
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うた ,灌辺 臀子 さん ビア/伴泰 ,半澤 尚美 さん

皆さんで楽しくまい員う時間です となF_ても多加OK!
季節の歌や懐か しい歌を取って気分もリフレッシュ |

親子での夕m お係さんを運れての参加 大歓迎です.

5/27
(月 )

1喀 ,
|

4ヨイ1日 (本)・ 26日 (木)

5月9日 〈本)・ 23日 (木)

6月 13日 (木)・ 20日 (木)

7月 4曰 0い ・7月18曰 (わ
10:∞ ～1l i30当ケアプラザにて

参加買 :1回α工周 GttD× 錮 分

麺 。,回日こさ口九 Vコ

…

6月はシトロン ヨーコ先生による与近
な索材を使月した日本料理 フランス●|
理 イタリア料理を基盤とする家庭料理
てす メニューは追って発表封します

毎日の子育ては大変ですね そんな大変を親子の

ふれあいて楽しくなるように変えてみませんか?
子供這と一緒に身体を動かして ママもリフレッ

シュできるリトミック講座です

青柳 志保 先生
(ビアニスト リトミック講師)

首の座ったO歳児から

1～3歳の未就曰児まで

6/6
(木 )

時間 10:30～12iOЭ

動き●
・ すtヽ服豪ておこしください

当ケアプラザ多目的ホール

時間 13:ЭЭ～15:00



樋 れ躊
スイ中Ψ&パ》軟室|

講座に参加したいけど子供がいるから  と

気にされていた方 今回の講座はお子檬連れて

のご参加大歓迎です またスイーツやバン作り

/●
1未経験の方も是,|とうぞ

レッスン後には作つF_バ ンやスイーッを皆で食
べながらゆっF_り くつろいてリフレッシュしま

しょう

6/11
(火 )

壽の統，い
ノ

記i眼元 真由芸 先生
●●|‐■ , |■ ■, ,o´

=■
時間 401

5/21
(火 )

101●0-13100

5/10
(金 )

6,7
(金 )

=し'●
ヽ東,フ方 ,■8

80

語の会
毎月定期開催している款語の会で
1綱回多く●●ご参力oがあり 人気
の事業となっております アコー

ディオンの伴羮に合わせて ご参力:

のみなさんと一緒に楽しく歌う会
です お気|こにご参加ください

αD～12:00

6/18
(火 )

美味しいコービーを叡みながら

講話やおしやべりの 2時 間で誰で

も参 llで きます.間 いのある万や

初めての方 お友達とご―繕なと

お気苺
=に

ご参」[く ださい.

入退室自由

■込み不要

参ヵO賣 m日

約2時間のコースです八 膏葉

区内を中いにゆっくり のんび

り歩きます

た,プラー
'"は

,'ラう●

“
0

雨天時は■止となります

上言・・・ ,言子 水分はレすおl.ら

くださ0、

※月..・ 月と寺ヨ月て集合場所が興

なります お気を付け下さい

毎月第 1金曜 白

● 10:00や 12:

地域ケアフラザつて何するところ?

3

地域ケアプラザは漬浜市内に138か所あり 高も,者 子とも 障がいのある人など誕もが地●で

安,い して喜らせるよう 身近な樹 ■ 保健の拠点としてきまざまな取組を行っている横浜市独自
の施設て,.ケアフラザではボランティア 地i或活動を目的とした各部屋の黄し出し ボラン

ティア支援 育成 各種講座や白i扇業などfJ行われています まF_地域ケアプラザの中には包

括支援センターか丼設されており 保健師 社会福f■ i、 主任クアマネジャー の3職種が置か

れ 各職勲●1専門Lを生・ ●して相互連携しなから相談などの業務にあたつており 窓口で|ま介讀

保19‐の申請もてきます  「とこにIB談すれ|ざよいかわからないJ 帥 減の福祉サービスを知りl_

いJ「親の介讀について相談しF_いJ「近所に気になる高』,者がいるJ「成年後見制度について

'0つ

たい」など薇々なごi曰 .lを お受けしています また地域ケアプラザまて来られない人のため

に 読間相談もイ]いますので自分自身や家族のことで不安な事があれば お気軽にお立う写り

ご連絡ください。

中 の寄ιl道力7轟

― l

5,8
(水 )

6/12
(水 )

毎周第 2水醍ロ

13:30～ 15:



ふ《ろうの■0藝えまJを,あふ愧 恣票筆曇会が

お楽しみ合は13:30～ 15:30の開催になります ハイキングは9100集合で概ねイ4:〇〇解散です

お中込み先はふくろうの会になります 詳しくは当ケアプラザヘお問い合わせくださOL

お楽しみ会 会場美ぃ地域ヮプラザ ハイキング X再天中止です

実しが丘|1域ケアプラザ 協力医

小澤ク リニ ック 可ヽ澤 進

テーマ「 は しか 。風疹の流行」

数年前より麻疹 風疹の流行が発生するようになりました この病気は小児の病気として有名ですが 最

近は成人に発症する例が多くなっています 原因は小児期に罹患することなく免疫を獲得しないまま入人

になっているF_めです.逆に

'の
子供はこれらのワクテンを2回予防接種しているF_めに発症を防くこと

ができています このワクチンのl・種にま時代の変遷があり これもある年式の発症と関係しています

生年月日で言うと風
'の

予防接種の場合は

1)昭和 7年4月 1日生 (1%2年)以前一接種なし 自然免疫を獲得 ンている人が多い

2)昭槌 7年綱ヨ2日生～54年4月 1日生 (19の～1979年)―女子中学生のみ接種、男子接種なし

3)昭榔 4年4弓2曰生～62年 10月 10生 (1979～1987)―男女中学生1回授種 捜種率低かつた

4)昭和62年 10月 2曰生～平曖 年

“

ヨ1曰生まれ (1987～ 1990)一勿児期の1回接種

5)平成18年4月2日生～現在まで 嚇 時 小学校入学前の2回接種

6)平成Ю 年4月2日 (23D8)よりつ誠2年 4月 1曰 (2Э12)の5年間|こはしかの流行があり 中学 1

年 高校3年の2回 MROま しか 風疹混合)ワクチンの臨時授種が行われた このように年代により予

防接種の制度が変遷し 抗体保有率が異なる為 ある年代 (特に2))に属露・ 人のえ症が多くなつてい

る 次回き風疹 "の 説明と成人ワクチンの接種の積浜市の制度について説明します

横浜市美しが丘地域ケアプラザ

〈社会福祉法人緑成会)  _
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〔たまフラーサ駅より,

東急バス「虹ゥ丘ヨ禁所J「美しが丘西J

「江田駅J「柿生駅前J行 業車

「美しが丘3丁目」′ヽス停下童 徒ダ 分
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