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横浜市美しか丘地域ケアプラザ
(社会福祉菫人 は成合)

:横浜市言葉区美しか丘4-32‐ 7
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出来ればll理 を自分で・●ってみたい もっと栄
責にも気をつけたしヽ そんな男性の為に「靱心
普●た0● a祠理崚室Jを開催します ご興味
のある方は是,|お申込み下さい

肉じゃが

ご飯

そのほか冨」菜等

(メニューは予定です)

写真 iイ メージです

間 10:CXl～13:αD

住

電

9月 &,0日の77タアーンコンサート

秋のケアプラザのアフタヌーンコン

サー トを紹介いた します 9月
`曰(曰 )は 森田綾乃さんによるギター

(ケ ス トにフルー ト)10月 6日
(日 )は米須由力o利さんによるシャン

Ani,t

森日崚乃さし

ソンコンサートです

どうt~お楽しみに !|
時間 13:3●‐15:∞

Art:,t

米須由加利さん

季節の花あそび
お家にお花を||つてみませんか?
お花に関するミニ知識を学びながら
フラワーアレンジメントを
作ります

アロマのある生活で心豊●
|・ に生活を彩つてみませ

んか? お気軽にご参加ください

講師

内島早栄子先生
ABU認 定インストラリ,―

1 時間 iOi∞～
`イ

:30
,

(水 )



愈瘍隋A 美しが丘クッキング |

軋颯艦嘲》蛉鍼勒|

鳴9火曜日に適う歌の壽

毎月■師が重わる 楽しいテーマ剛 料襲

識 メ‐ 一

☆ ケークサレ

☆ しめさげのマリネ

☆ クレームインジュ

9/24
(火 )

語¨ 深江 久美子先生

(フートコーディネーター)

時間 10:00～ 13:αЭ

到墜=れ肝Й爵
ベピーマッサージは マ

マと赤ちゃんがたっぶり
ふれあえる楽しいコミュ
ニケーションのひとつて

す.子育て10談 も先生に

どんどん聞いちやいま

しょう 単発講座ですの
でお気軽にご参加くださ
しヽ.

鰤 ・

相森 早● 先生
(わくつくバンフキン主車)

00～ 11:0ヽ

9/26  申込み必要
〈木)  '力1■無料

時間 10:

時間イ0や 31～ 12100

9/17
(火 )

10/15

(クk)

時間 10:00～ 12:OO



等蠅愚
9/6
(金 )

たまプラーザ地域ケアプラザ集合

10/4

〈金 )

美しが丘地域ケアプラザ集合

いずれも1● 100集合

ク[獣署語『勇已
ザJlt集合となります

月に1回 仲間と一緒に2時間

程度のウォーキングを楽しみま

しょう どなたでも参加oKです

集合場所に直接お&くださ

い 雨天は中止です

履きなれた靴 動き易い11装て

お越しください これからの手

節 お飲み物の準は 帽子もお

忘れなく

一話
ず一

朧
ヽ
′

～みんな元気て 健康あるき～

-04.Ittnフ
ェ

実味しいコーヒーを飲みながら、講話やおしゃ
べりの2時間で記でも参力0できます.関 |むのあ
る万や初めての万 お友達とこ一緒なとお気軽
にご参力0ください。

8/14
(水 )

時閂 13130～ 15(30

「知 っておきたい

葬儀・お墓のはなしJ

近年は家族葬や納骨堂方式など 故人とのお別

れの方法も色々なトレンドがあり変わつてきてい

ます 自分に合った葬磁の方法は?家 族の希・・
は?子 l■遣には迷惑をかけたくない 自分はこう
して欲しい…など 専門家をお,召きして自分なり

の終末を考える講座です

時間 10:00-12:00        rヽ

9/27
(金 )

★暮らしあんしん知っ得情報 社会掃祉tJム保

皆さんにこオtを食ぺると必ず元気が出る食 物`と開いてイ,∫ を思い浮か ま`すか ?

5231こ たまブラーザ地域cPと 共催で介護者のつどいを実施 した際に 訪円看護ステー

ションCOCOス マイルあぎみ野さんに来ていただきました。その|■に介議する方が元気で

あることが大革というテーマから食事のお語をして頂きましたが 介譜する方のFいた

して介護を受 |す る方の″物は力1っ ていて 1,介護者山クのことは後いしになってしまっ

て 自分のイ物が思い

'か 'な

いという方が多いそうで二
介設に限ら

'・

 自

`)の

こと t,労わ りながら生●することで余裕を 1,っ て■,こできるよ

になると思いよす.食べると必ず・ t気が出る食人物を同 りにF_え ておくことで 弱つ

いる時に 匈りが助けてく,■ るかもしれません.普 さんの元気が出る貪べljま,ですか ?
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爬るh眩 0彗忌ま』セ焉掏馨ゴ撃鯵
ハイキング 雨天中ltです

行先 :立川昭和記念公国

たまフラー‐FF前 9:∞集合

中込不要 直接集合場所へ

参ガ0貢300口をcj●多くださしヽ

お楽しみ合は13,3o～ 15,30の開催になります.ハイキングは9i OЭ集合で概ね14:〇〇解散です

お楽しみ会 銀 業し
“

栖ヶァヵプ

お申込み先は G、くろうの会になります 詳しくま当,アフラザヘお間い6わせください

美しか丘地域ケアプラザ協力医
小澪クリニ ック 小澤 進

テーマ「 足のむくみについて」

眸睾袢労鯰巽:li蠍了」場所で
景ξ5,g]0星

晨暮ユlT硬変など栄査不良て1麺液中のたんぼく賣

偕貫目:借li』驚[][::;貫][拶l[者I][:[抗

剤
皮膚の色の変化 勲感がある場合はすぐに診察を受 ,る必要がありま

横浜市美 しが丘地域ケアプラザ

(社会福祉法人 緑成会)

〒225-OOα2

横浜市青葉区美しが丘4-32-7
電話 lD45-901-6665
FハX045-901-6718

〔たまフう―ザ駅より]

栄急バス「虹ヶ丘菫菫所J「美しか丘西J

「,lmlFJ「 柿生駅前
=行

 楽車

「美しか丘3丁目J′ スヽト下菫 徒歩7分

,..,_F_  
―th● 諾サ イ6● (1 2k●|

t・ (ぁざゲ習ょり]

菫にょ,_,小 o急バス「向,丘菫□J行

東急バス「たまブラーザ駅J行 羮重
iヽきIⅢ

`平
lJバス抒下奎  徒j5分

…

9夕走歩2訪 (1 8km
1美

しが二地域 ケアン

'
1′ α 検素
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