
ケアプラザでは来館時の検温、マスク着用・手指消毒のお願いに加え、常時換気を実施しています。
また使用した部屋は1回毎に消毒をしています。掲載されている各事業等はコロすの状況等により中止
になる可能性があります。予めご了承<ださい。
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自然素材でおEILに安心

アウ トドアや外出の多い季節、
植物から抽出された精油を使つ

て身体やお肌に優しい虫除け
スプレーを作ります。

講師 :内島 早栄子 先生
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申込必要

定‐員0名

参加費 :60o‐円

鱚鯰 輻影
鬱鰺蹴膨濾玲診拶

音楽に合わせて楽し<体を動かして笑顔―杯 ♪

子供達と―緒に身体を動か して触れあうこと

で、ママもリフレッシュできるリトミック講座

です。月齢でクラスが分かれています。

★O歳～1歳半まで 10:30～11:15
★1歳半～未就園児11:20～ 12が5静

誂はF志保先生 11
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していると自然と呼吸が整いl出身がリラックス。
図柄と色鉛筆もご用意していますので手ぶらで
お越し<ださい。   =ご…=.、

`

14:●●～16:00主琢,t》

中   黎颯与か
季節を感 じるうたや懐か しいうたを

一緒に歌ってみませんか。

親子での参加、お孫さんを

連れての参加、大歓迎です。
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|      _・  ドライフラワーで

轟幽釉餘財隕□/・ 額アートを作ります。
:躙緻鱚吻閂鰊ギ 初lb者の方もお気軽に

ご参加<ださい。   ‡

申込必要
‐
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定員10名

参加費 :1500円
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ママも赤ちゃんも笑顔に

なれるベビーマッサージ。
マッサージの後は

フリートークの時間です。
子育ての事、先生とお話

してみませんか?

講師

楡 覇 雉
わくわくノヽ ε件ン代表

1● :3●～ 12:●0

13:30～ 15:00
(11:ヽ15～受付).

駐車スペースに限りがありますので、お車でのご来館はご遠慮<ださいますょうo願い申し上げます



力舞

13:30～ 14:30

ここは誰でも参加でき 仲間と知

支え合うところです。

どうぞお気軽にいらして<ださ t
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小澤クリニック

小澤進先生のお話
&

懐かしのあの頃に

タイム トラベル
&

お誕生日会

13:30～

,  15:00

8月

お休 み

翁‐麒1颯‐鰊饒‐隷蠍蠅
頭でわかつているけれど、やつばリモ7‐Eヤtキリ
キリ・‥

そんな思いを話してみませんか。少人数の会となり
ますので、話刻恵<だけでも大丈夫です。

就任のご挨拶  生活支援コーディネーター 谷本典子

3月 16日 に入職 し、4月より生活支援コーディネーターに着任いたしました。
漬谷の後任として大きなプレッシャーの中、ケアプラザの事、生活支援コー

ディネーターとしての仕事を覚えることに追われ、一日一日があっという間に
過ぎております。現在コロナ禍ではありますが、ケアプラザでは感染対策を行
いながら様々な事業を開催しており、その中で少しずつ地域の方々との面識が
増えて参りました。私の顔を覚えていただき名前を呼んでいただけることが大
変嬉しく感じる毎日です。

美しが丘地域ケアプラザで勤務するようになつたこと、地域の皆様とお会いす
るようになったこと、すべてがご縁だと思つております。ご縁の一つ―つを大
切に生活支援コーディネーターとして頑張つていきたいと思いますので、皆様
どうぞよろし<お願いいたします。

「よろし<お願いいたし
ます」

ひだまり通信ならびにホヨムベージ/ブログ内で表記している個人・団体名は許可を得て掲載しています。
また、個人が特定されないよう配慮して掲載させていただいております。

,                    
‐



燿卜くるうの金 潜動のお知るせ

膵鰤h」螂勒…
殴法松の一生」「 シャレー ト」

「南太平洋」などを予定しています。

珀雉ギ鵞蟷輛腋灯

「

1・ :o・～
萌25日

・
(金)に「ごどもあ国(こともの国駅)」 ・

7月刀日 (本)に 曜鳴乾蒲:(』中山駅)」 C序定です。
@ら、<ろ うの

申込必要

定員20名

参加300円

★ハイキングは公共交通機関で移動するときの密を防ぐため、目的地駅が集合場所となります。

申込先は美 しが丘地域ケアプラザ 8045…901… 6665ま で

休館日のお知らせ

7/3(土 )

8/7(上 )

4

美しが丘地域ケアプラザ 協力医

小澤 ク リニ ック 小澤 進 先生

テーマ「新型 コロすウイルスワクチン情報」 Ⅱ

この原稿が掲載される頃には65歳以上の方には新型コロすワクチン接種の書類が届いている

頃で しょう。すでに横浜市では5月 3日 より集団接種の予約が開始されております。接種は5
月 17日 より順次行われます。会場は青葉区では青葉公会堂、青葉スポーツセンターです。現

在希望者が多 <、 1日の接種人数が限られているため予約がスムーズに入りに<い状況です。

5月 31日 以降の週になれば1固別接種として予約、接種が可能になる医療機関、診療所が順次

出来てきます。集団接種か、個局」接種かは各自の半」断になります。ただ し、すべての医療機関

で実施できるのはな <、 実施可能と申請 した医療機関だけですので、どの医療機関が実施する

か、自分の通院 している医療機関で実施できるかは確かめてお<必要があります。

その際は予約方法、接種人数などは各医療機関により異なりますので、その情報を矢□ってから

その医療機関に直接申し込む必要があります。

横浜市や青葉区に申し込んでも個別接種の予約は取れません。

2回接種ですので約3週間後の2回 目の接種の予定も必ず考慮 して申し込んで<ださい。

曇瞼郎確[:日蝙鳳鐸誘鍾言
うみを生蓋‐|る様|こ とヾ医師に言われた|そうで13:1穫ぼ芝ムふ
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横 浜市美 しが丘地域 ケ アプ ラザ   〒225-OO02横 浜市青葉区美しが丘4327

電話 045-901-6665  F∧×045-901-6718    巨―man i utukushttaoka cD@mdottnosato orJp
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