
靡膵繹
2020年

11月 15日 発行

50号

社会福祉法人 緑成会

横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ

T225-8530
横浜市青葉区新石川 2-1-15
たまプラーザテラス リンクプラザ4F

卜不笙舅ホームベージ

QRコード

新型コ回すウィルス感染症の拡大防上のため、横浜市からの通達に基づいた運堂をしております。ケア
プラザ事業、および貸館につきまして|ま、事前申込篇い 定員衛い 事前検訳 マスク着用 機手指消毒 摯ソー
シャルディスタンスの確保のほか、活動内容にも一部制限がございます。
3密を防ぎ、新ししヽ生活様式lc~沿 ったご利用へのご理解、ご協力をよろしくお願しヽめたします。

米巡鍼吻鑽睫蝙颯蝙餞
①

'2/19(土
)②2021年

'/冒

0(土 )

①2/20(土 ),0:00～‖:30定員8組

「子育てはじめの一歩 &体を使つた遊び」「子どもに

ウケる !絵本の読み間かせ &仕事×子育て両立方法」

「イライラしない子育て&夫婦のパートナーシップ」
3回 シリーズ

父親と子 (概ね2歳未満)事前予約制 (先着順)

～イヤイ響鐵警嬢娠く過ぎ證う ま～
イヤイヤ期の心配や不安なこと、一人で悩んでいませんか?
親子で体を動かす遊びをとおして、お子さんと“楽しく過ごす

]詭 3言ど

ましょう |             ,

1月 2,日 (1ホ ),0:00～ 1卜 00
1歳 7ケ月～2歳 3ケ月のお子さんと養育者

(※妊娠していない方)

定員8組 事前予約市」(先着順)無 料

11/4(水)10:OO受付γ l1/19(木 )〆切

〆切翌日に抽選結果を電話でお矢□らせします

おやこで[Jトミック
1'/25(水 )① ,0:30～ ‖:00

②ll:30～ 12:00

.①②とも定員6組 事前予約制入替制

あんよ～未就園児と保護者 1名  無料

～7ラぶらっこカフェ～

■ラぶら参つかシ〒奪―
懐か しい映像を見ながら、

みなさんのお顔を見ながら

飲み物をいただいて、

ほつとした時間を過ごしませんか?
::/27(金)① ,3:30～② ,4:30～※二部制です、どちらかにご参加<ださい

12/18(金)① ,3:30～②14:30～ 定員20名 事前予約制 (先着順)

参加費 :100円 (おみや|ず付)‐2021年は1/29(金)開催予定

～2y警ィ鷺Ⅲイツ≫ゲ鐵伝～
械が蓼醸礫繹膠瞼滲亀鶴

訳吻辣ン漑録鞭

①,2/15(1た)②2021年 1/19(lκ )

③2/9(火 )④3/16(火 )

「2つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といつ
た普段なれない動きで脳を適度に混乱させ、認知機能を向上さ

時間 13:00～ 14:00

☆2/90み 10:00～‖ :00

定員30名 事前予約制 (先着順)

電話にてお申し込み<ださい
動きやすい服装・ 靴でご参加<ださい

せます。

身体の頭の介護予防
自宅でできる簡単体操

介護予防チャンネrL 艤鍼黎鍮嶼労傷螂抒
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たまプラ ケアプラ 地域交流

:この広報紙の中に 【どんぐり】は何個あるでしょうか?(笞えは裏面)

コグニサイズ

頭の体操など

ゎP鍮 クィズ



儡晰饒心際餞蝙絋鰊饒玲
持ち物等、詳細についてはお間含せ<ださい (910-5211)

鰺耗錮膨痣倅踪穆鰊餘饂扮蜻警

事業に参加される方は、下記へのご協′

・お出かけ前の検温 (37.○℃を超え
・マスク着用
・入館時の手指消毒
・ 検温

鰈飩晰斃嶼ポ彪―

「

晰燒靱;労彪不
(社会福祉法人 緑成会)

〒225-8530 横浜市青葉区新石川二丁目 1-15
たまプラーザニラス リンクプラザ4階

■電話   045-910-5211
■F∧×  045-910-5231
■HP http://ryokuselkal― yokohama10/

たまプラーザ駅直結、リンクプラザの4階です。  |
(銀行の左横にあるエレベーターをご利用ください)|

「おりがみサロン」 ‖/19(本 )'4:00-16:00
12/17(本)14:00-16:00100円 (コ ピー代・おりがみ代含む)

定員20名・毎月事前予約制 (先着順)どなたでも  ※次回2024年 1/21(木)

「大人のぬり絵」 ‖ /2● (本 ),400-1●00
12/24(本)14:00-16:00100円 (コ ピー代含む)

定員20名・毎月事前予約制 (先着順)どなたでも  ※次回2021年 1/28(木)

※感染症予防のため、ご参力日のんは色鉛筆をご持参ください

～はじめて育児のひと息タイム～

「スマイルυママ」各月全4回で1コ ース※第4火躍日に翌月分の申込開始→先着順
毎週火8理日

'0:00-‖

:30定員8組・毎月事前予約制 1歳未満のお子さんと保護者 (1名 )

「発達凸凹の子どもの支援を考える会」 :1/24(火)1000-‖ :30

定員●名 1か月前より事前予約制 (先着順)発達凸凹のあるお子さんの親や支援者・無料
講師 :篠山敦子さん (NPO法人あではで神奈川)※次回2021年 1/26(火 )

「おもちゃのひろば」 12/9(ホ )① 10:30-12:00② 13:30-15:00
①②とも定員6組 毎月事前予約制 (先着順)発達に,い配があるお子さんと保護者 無料

※障がい児を育てる先輩ママがスタッフにい志す       ※次回2021年 1/13(水 )

・ ¨
地 域 包 括 支 援 センター ・̈ 高歯令者ゃその家族など、地域の方授のサポートをしてしヽます。本目談

や手続きをはじめ、介護予lltのための様捜な講座や事
介護等のご相談は、事前にお電話でのご予約をお願い

ル 1柚 器 旬 燿 す 煙 ゎ

"_ハ
菫 輩 性 『村 色 :象:おおおわ65歳 l・X上の方】【無料】です。

'ケ

アプラザ

)名 (要予約)11/26(本 ),3:30-15:00

(要予約)① ,2/7(月 ),3:00-14:00
介護予防 ② ,2/10(本 )'3:00-14:00

※定員なし 申込不要 「/8(金 )10:00-‖ :00

1が
,文

字を見つけて歩きます
  ガ職ゝ  ^ノ

また、今後、事業内容の変更や中止となる場合がございます。
ご了77K<ださい。  .
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趨 ◎休館日のお知らせ◎

,   毎月第4月躍曰

11/23(日 )・ IZ/28(日 )

※休館日は貸館申込はできません。


