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力oく ださい  (不定lt明催 )

さて6□目を迎える「午後の音楽会Jは  01年ご好靡いただき 今年3月 |こもフィリアホールで行わ

れた「あおばカノン20イ OJにもご出演された・コカリナサークリレたまゆら'さんをお迎えします

『コカ|′ 十演事会J

7/:,(本 )13130～ ,4:30ぃ諄ない

～ 〔コカリナ】とは～

元は「桜の本でてきたオカリサ」と呼ばれ東欧ハンガリーの露店で売ら

れていた富で 1995年 日本に紹介されました その後改良を重ね

ててきF_日本育ちの「本でできたオカリサJです 長野オリンピックや

来年の東京オリンピックで競技場建設の際に伐採された本や 広島の

被嚇 ,な どを使っF_⊃カリサもあり 自然照場を守るシンポル的な楽器

としても大きな注目を浴びています コカリナの優しい音色を聴きに

いらつしゃいませんか?

上記 音楽事業は全て

場所 :当ケアプラザ 多目的ホールC
定員 〕50名 ※座席数に限りがごさいます 予めご了承ください

申込不要 参加貢無●J

J′ ●,w―′' ・・´

どなたでもお気軽に

ご参力oください

|).′ '~●4



当ケ77研 定期間催事業のご案内

事業名 日にち 時間 場所 その他 定 員

出‖かみ

ポランティアの日
第3本曜日
5/16  6/20

14 t OO

～16 tOO
地域ケアルーム

どなたでも出入り

自由 無料

20名

(先着)

口書静償の日
第3土曜日
5718  6′ 15

12:

～16

00

０
●

０
●

ボランティアルーム となたでも出入り

自由 無将

20名

(先着)

六人のが 1絵カフェ
第4木曜日

5′23  6′ 27

13,

ヽ15

30

●
●‘^

多日||ホ ールO
どなたても

参加費 100円

紅 茶 100円

30名

(先着)

子育て支援事業ピックアッ協 ′

詳11は当ヶアプラすのテラン HPを ご
=く

ださい

930o貫休みこともワークショップdα

打楽器を作って、
フィ1′ 7ホー′ιで

演奏してみよう f

.①ケアプラザで自分だけの打楽器を作ろう

7/30(火)13:00～15100
×参力0贅300日 (予定)

詳イ5は決まり次第チラシ HPこてお知らせします

②作つた楽器を持つて、

フィリアホールでステージ演奏をしよう 1

8/6(火)11:00～12:00

発達凸凹の子どもま楯を

える会
7/23(火)10:00～11:30
地域ケアルーム  定員 :15名

先着順 (要申込)

協力 :NPOあではで神奈川

発達に凸凹のあるお子さんが子ども
らしく安 いして生活できるように、
親や周りの支援者がどのように聞わっ
ていけば良いのか、子育てのコツを
学び、仲間づくりをしませんか。  ..

●
‐   .

第2水曜日 5/8(水) (次回 6/42)

10:00～ 15:OO lsiらさる～む

参力0費無料 申込不要

障がい0発達に心配のあるお子さんとこ家族のl.間です
ゆつくつ そして ゆつたり遊んでください。お母さん
だけても ひろばに気軽におしゃべりに来てください.

障がいがある子どもを育てているスタッフもいま,
親子の豊かなおもうや遊びの時間 地域で安心して
迫ごせる場のひとつとなりますように

ライアーキャ

5/28(央)14100～ 15:00
ぶらざる～む (おやこあそび場)

ライアーは膝に乗せて漠壽するJヽさな整琴 音楽
療法や治療教育の楽器としてスイスで誕生し そ
の音色は,いと体を癒す効果があると言われていま
す 午後のひこときをライアーの音0とともに、
のんびり過ごしませんか?

健康粧持 仲間づくり 学きなどで是非 地nケフフラサにご来場ください 1



当地域包括支援センター担当エリア

介謹する刊のFしの

「

―介護者のつごい
介護にまつわるおせみ|●し]を皆さんとお[してみま

.I・ んか?お話しがき手という万も他のうのお■ _・ 間<
1場として是りに 多

`]く

ださt、 うょこっこ●_めになる
ミニ.7話と書話会のアットホームな集いてす

1330ヽ 150● (中込不要 参力]貴無ll)

5123(本 )嘔下 お□の健康 たまフラーザ

11 28

(本, スキンケア ・・奎
みたしなみ

(本)温 后について

(木)京 語含

たまブラーサ

6127

8122

0,24

2¬ 2

2127

美 しが丘 1～ 3丁目 5丁 曰

新百11～ 4丁目

it 
薔

一
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ロヨウォーキングのご案内
月 [1□ ●句と一績に2時苛l.嗅のウォーキングを楽しみましょう

青夕月 :たまフラーザlLコケフブラサ 5,0(金 )※ 5月は,2全 ]1日

局数肛 美しか丘地域ケアフラ,   6 7(金 )

※1000員台 参加貢黒14■込不要 雨天中止

介護保険r4について,
前□け65蔽以上の方の介護1果険IIIこ ついて掲載しました 今回ももう少し 介護呉■料 |こついて

`れ
ていきます では Q&Aてみていきましょう

Ql 保険料の納めらは?

Al ■別徴収と薔通徴収の 2T‐ ギあります

^年金から天弓き (■号J徴収〕―年金が 1

*□座振普lLい  11lJ_・払い (首通徴収,

8万円以上の方は年全から天3き |こなります

年金が年額 18万円末暦で特別機l・ となつてもヽない方は
□座l‐き まF_はⅢ付言による支l● t)と

=り
ます

Q2 40虚 以上から64歳の有の保険料はどうなっているの

'A2加 入している医療保岐ことに男なります 各医療保険 嘔 民信康保崚 健康瞑隕など)の保険者■
1黒嗅料を草出します 医●慄険の1只眼料として一

`し
て納付します  (出県‐巨

=労
國省ホームベーシ:

カート
`よ

決して渡さないで!1

大手テハートH員を読り
｀
不正利用されている 不惰があっF_ と言って「新しtlカ ー

トと

'換

しますのできいカートをこ●宅へ取りに行きますJなどと予兆電話が入つF_り
いきなりご自宅へ′Fしか すてカー トこ受け取ろうとする詐ま●●1増 えています
また ■察尋員を鳴り

~大
規漫な:Fリクルーフを摘発したら あ■F_の名すが名簿に入っ

ていましたJ等の予兆電話も  「カートは持つていませんJと言うのも有効です
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※上記 両事業とも会場は 当ケアプラサと美しなtiU域ケ,ブラサを使月します

美しがE

たまプラーザ

わたしノートサロン (定員15`)
1330～ 15100参力0費 1100円

「
、Fr■

「これからとう生きていきF_いかJ「いさとい
う時にすこうしたい・

Tか J自分自身の思い 言
えを整理するきつかすに =回テーマに沿っFe

講師を招きます  (豆 litt B会 ,まで,

(木)

(本 )

(木)

(本 )

(本 )

財このこと

ベットのこと

介護のこと

延昴のこと

委儀 お菫のこと

たまフラーザ

たまフラーザ

美しが●

美しが丘

たまフラーザ

一



横浜市たまプラーザ地191ケアプラザ協力医
医療法人日し会

テラス内科クリニック 院長 関山 和彦先生

めまいは身体のパランスをとる仕組みに異常を生じたときに起こります。
めまいのタイプで受診する科を選びましよう。

耳鳳咽喉科

目の前がグルクル回るめまいの
多くは耳が原因のめまいなので
まず耳鼻咽喉料を受診して下さ
い。突発性に起こるものがほと
んとです

脳神経内科
グラグラ、フワフワ揺れるめましЧま
脳神経の病気が,心配ですので脳神経
内科を受診して下さい.脳神経領域
からくるめまいは 突発性に起こる
場合と 徐々に生じる慢性の場合と
があります.

内科・循環器科
クラツとする立ちくらみのようなめまいは血圧と関係するこ
とが多いので 内科.循環器科を受診して下さい
その他 頸推の障害や不安などの精神的な問題からくる場合
もあり 繰り返すとき相談して下さい

;Jと50岬硬貨の改鋳が発表されました.今回 改i.

つ.デザインされた給之よく見ると「稲穂Jの下に続 が

ん中の穴の縁のギザギIIま「歯車Jを そして裏面には

「栞Jが左右に描|・●ています.

これらま「稲穂J‐ 農業 「水」‐漁業 「歯車J‐ 工業 「葉J‐林業 としう

日本の産業を表しており 小学校 5年生の社会科授業でもイ史0れてしヽるそうです.

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ 。aゃこぁι
“

厠薫

“

会福祉法人 録成会)

〒2258●∞ 横浜市青葉区新石川二丁自1-15
たまプラーザテラス リンクフラザ4階

火 ホ (9130～ :● .30)

口電話 045-910-5211
■F継 o45-910-5231

■HP ht,″″ok●史kЫ″oЮ h● m● Jげ

たまプラープ駅直結 リンクプラ
|

ザの4暗です (銀行のな横にある |

Iレベーターをご利用ください)|
‐        
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0こに

'★
ひうけ (公民連織 )

子とも向けのイベントプログラムを参加料無料で■日に

実施しています 詳しくは胃案区ホー△ベーシこて

検索ワード 「どにち★ひらば」

0休館 口  毎月1第4月曜日

う月2,日 (月 ) 0月 24日 (月 )

員館予約 福祉保隧の中 談は受け付けております

01∞～1花0)


