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1つのためのイキイキ生活応援講座
季麟の花あそぴ

令和元年に

“

しいここ始めてみ夢せん力?

ヽ自分の健康 自分で守る/
～ハーパリウムを作りましよう～

チエツク田定会

0樹定内容●
下隣筋力測定・反射能力測定。握力・柔軟性・
バランス龍力測定・身長・体重・骨強度測定

罹 囲が 型謹麟 誉[鰻僣ざ・、

1会場 :美 しが丘口地区センター

謡の
毎月定期間催している歌語の合て1誨口多くのご参
加があり 人気の事業となっております ア]―
ディオンの伴奏に合わせて ご参

`oの

みなさんと―結
に楽し、歌う含てす お気軽にご参方oください

間 10:30～ 11:30

回

夏を前にお部屋を涼しけに飾り

ませんか?
ホ トルにお花を入れ 奎自のオイル

で美しさを可し込めます

きらきら援らめく透朗感をお楽しみ

下さい 初|し百ても両望にFれます

保青は有りませんよ 赤うoん お子

様連れてもお中込みα です

講師

NPЭフラワークラフなな単

※

ご来場の男■の

皆さんによる

紫政な歌市のパ

フォーマンスも l

時間 10:αD～1210Э

いぶき書写の会
いぶき書写の会では 毎回20名はどの方々力惨 力1さ

れ 講師の手本をもとこ写経などをして頂いています

ケフプラザひとくちメモ
地域ケアプラザでは 無料で車椅子の貸し出しを行つてい

ます.対象は高齢者に限らず どなたでも大文夫です.貸
し出し期閲は約1週 F・l程度です。急なケガや通院 近くヘ

の外出やお菫到 など色々な機会に

ご利用ください.

台数や車しヽすのタイプに限りがある為 事
前に電話で確健と予約を頂くとスムースで
す.どうぞお気軽にお問い合わせ下さい.



旨さんで楽 しく歌い集う時間です となたても参加OKI
手節のまや懐かしい歌を歌つて気分もリフレッシュ !

親子での参加 お妥さんを連れての参m 大歓迎です

アウトドアや外出の多い
=節

 植物か

抽出された精油を使つて身14やお肌に

しい虫除けスプレ‐を作ります 乳幼
||1使用する場合は肌に直接ては無 く洋

の上からになります

アルコールが合わない方はオイルて

`tしますのでお知らせください

ら

優

児

服

　

用

729 うた:渡辺智子先生

お持ち帰り用の

オイルも作ります. 講師

肉 島 早 栄 子 先生

A印 認定インストラ

クター

【書クラス参加親子募集】

く対  象〉

歩行のできる恭証副見とそう購 鰤
く開催日時 全8回〉

4月、5月分終了
0ヨ 13日 (木) 2Xl日 (木)

8/11

(日 )
など色々企画中です。お父さんお母さんと お友達と

お好きな時間に遊びに来てくださいね !

:OD

美しが丘
毎月日師が奎わる 楽しいテーマ創 料理薇奎

「7月はイタ:′アン」 |ロ
4月 に予定していた大神先生の講座が

再登場です 今回は本格イタリアンの

タリアテッレ ディ ホロネーゼと

,3わふわのティラミスを件ります

10:00～ 13:00

7/11
1〈木)

颯《の莉鉤鰊の■岬
ケアプラリでは8月 11日 を重体みの思い出作りの日として
多目的ホールを開放 ! 体験コーナーとして
カプトムシや夏の虫■触つてみようコーナー

サリカニ釣り体験コーナー

広い部屋て思いつきリブラレール !(77■′|はご用意してあります)

なつかし0おもちゃで薔んでみよう0-ナー

大きいスクリーンで書のテレビゲームをやつてみよう |

時間 10:αЭ～15



噸り麗醐嘔緩詳]道曲7ェ
美味しいコーヒーを飲みながら 諸話や
おしゃべりの2時閲で離でも参力]できま
す 固心のある万や初めての方 お友達
とご―結などお気軽にご参Dllく ださい。

申込み不要

多力1贅 i00円

毎月第2水曜日

13130～ ■5130

6/12
(水 )

7/10
(水 )

「食事で出来る健康管理 J

介豪予0 日常生 き支接I18事実   0またに とおる  き

生活支掏 ―ディネーター 濃谷 透 が訊<
今回ご紹介させて頂くのは M Yさ んです.様々な杓容のボラン

ティア活動を40年近くされているM Yさ んは 現在もデイサービ

スでおネスれや贅tか しのボランティ
アで活躍さ″t またそれll外 でも多く
の力々を楽しませて下 _‐ っています
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それはお批絶です ご麺味であったお災終でll出 を仕立て (写真は

ティッシュカバー) 編|:りL計にご

"イ

Jし て下さっています テープ

ルの
「

が
=や

かになり 時には会話のきっかけの一つに そしてf「 ん

で頂|すれ lt嗜靖 しいで,と M Yさ ん 直接Ft設 などに出向いて′テう
ボランティア 舌ヽ動とはまた違った形でも 心が葉がるあたたがい交流
ができるのたとM Yさ ん|こ なえて頂きました

第2回目

～その食事 身体に合ってますか ?～

気こなる体調|ま実は食べ物で改善てきるかも
年J,がいくつになってt~食を楽しみながら元気
こ健康管理しましょうという講座です となた
てF.ご参力0頂 |サ ます 事前|二 お申込み頂いた万
を優先してご案内します 当ケアフラザ多目的
ホールです

7/24
(水 )

与具は4月 のカフェ 轍 芦サ
ロンの様子です.

‐ウオーキンク
みんな元気で 健康あるき～

775
(金 )

にまプラー,迪ロケ,力 ●●B

8月

`まお休み

約2時間のコースです力ヽ 言葉

区内を中心にゆつくり、のんび

り歩きます。

雨天崎 |ま中止となります

上言や,冒子 水分 さ必,お持う

くださtヽ

※月数月と荀数月て集合場所が軍

なります お気を付け下さtヽ
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薇 猾は0彗見まJを滑 蘊 翼砦創
お楽 しみ会 襲 美し施理,ヶァプガ ハイキング x藤虹です

′
行先 :県立三ッ池公園

あざみ野駅前9:00F合
■込不要 直接集合場所へ.

参Dll贅30Cl円をご持参ください

/・駒 'ゝ

映画会『 生きる 』
(昭本]27年 )

1 監督 黒澤

" 
主演 志村嵩

参力崚 無料 13:30上映開始.
●

※ 8月のハイキングは劉ホみです

行先 :立川昭和記念公園

たまフラーザR前 91∞集合

■込不要 直接集合場所へ.

参加贅鰤 円をご持参ください。

| お楽しみ会ま43,30～ 15130の開催になります ハイキングは9100集合で概ね14:00解 IIIです。
お■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い

…
テ=マ「麻疹・ 風疹の流行と予防接種」

美υ
'丘

地域ケアプラザ 協力医

小澤 ク リニ ック  小澤 造

ここ数年麻疹 風疹の流行が話題になっています 原因は海外の流行が日本に持ち込まれること また
年●別の肺 0保持率が具なり、感来しやすくなっていることが挙げられます
予防接種が必要な人は 麻疹風疹に罹つた既往がなく かつワクチンを受けていないか `回技種のみの
方が適応となります.ただし」ヽ児期にはしか 風疹に罹ったか否かがはつきりしない事もあり、その場合
は抗体検査を受ける事て判明します 抗体を既に持っている場合でもワクチンを整種して問題はありませ
ん
横浜市では風疹対策事業として19歳以上の横浜市民を対象に以下c‐ |,～0の方を適応としています.

C妊娠を希望されている女性 ●妊娠を希望されている女性のパートナー 0妊婦α ―ヽトナー
抗体検査を無料で実施してから予防接橿をするかどうか決める場合と 抗体検査せすに予防接種 (MRヮ
クチン 3300Fl■ 13)を受ける事も出来ます
また風疹第5期定期接種が2019年 6月中旬以降から2022年 3月末まで実施されます 03示]37年
4月 2曰生まれから昭不054年 4月 1日生まれの男性 (横浜市民でなくても良い)を対象に 無料で抗体
検査を実施し 抗体値施 い人にlv Rヮ クチン 輛 疹風疹混合ワクチン)の捜種を無料て行います.

横浜市美 しが丘地域ケアプラサ

(社会福祉法人 緑成会)    i

〒225-OOα2

横浜市言葉区美しが丘432-7
電話 045-901-66∞
FAX 045-901-6718

【たまプラーリ‐ よつ】

東急バス
`鑢

ヶ丘富業所J「美しが丘西J

「江田新,「柿笙駅前Jう 美車

「美しが丘3丁目」バスぃ 、重 徒歩7分

た¨ 詢り まき 1動 (1 2k゛

【あざみ野嗣より】

小口eバス「向,E透回J行

東急バス「たまフラーザ駅J行 姜軍

「平】り ′ヽス停下車 従郷 分

こで,叫詢り〕護 」芝3分 (1 8kω
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