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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0寺換気を実施しています。
また使用した部屋、スリッパは都度消毒をしています。職員も出勤前の体温演」定、マスク着用、
手洗い、消毒など感染症対策に取り組んでおります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
掲載されている事業等はコロすの状況により中止になる可能性があります。予めご了承<ださい。

音楽に合わせて楽し<体を動かして笑顔一杯♪
子ども達と一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。      ・
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申込必要 ||

各タラス1組

参加無‐料
‐

※掲載事業等は新型コロナウイルスの影響で中止になる可能性がありまず
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☆○歳～ 1歳半まで
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講師:青柳 志保先生
(ピアニス、・リトミック講師)汎

うた :渡辺 智子 先生

◆季節を感ぢ凸したゃ懐かしし:

うたを一緒に歌ってみませんか

◆コロナウィルス感染予防対策を

とりながら開催いたします
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― ■参加無料■ |‐
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錮痴を

13:30～ 15:●0

シニアのための

シニア向けのスマー トフォン講座です。メール

やラインの使い方、カメラの使い方、地図や

ネットの使い方などを予定しています。  '
初心者からもつとスマホを使いこなしたい人ま

で、専門家がア ドバイスいたします。

13:3●～ 15:30

講師 将軍栞』ヨ苗 性
わくわくノヽ 弓件ン代表

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?

子こも・ 7■の多刀UOK。         | ‐′V I

出入り自由・ 無料            
‐.(本 )|「

菫翼異趙 議卜
硝放します。

F・1/ど|

ri/2か:ピ鼈裾畢量月層:冨量蔽言理露籍しぃたし
.`(木 ).rます。参加費は100円です。定員20名

木の兼吉写の会に講師はいません。

心静かに、昼の香りを楽しみながら

※掲載事業等は新型コロナウイルスの影響で中止になる可能性があります
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目指せ■
「

1歩き|の1達人J
歩くための卜・レ■ニングの講座です

hマトし1講1塵
講師 :新田智裕理勃義轟■||■|||しか二地域ヶ́ ィラ|
1/1401/21■ 12/412/18・ 2/2511

(5回連続講座)

申し込み締切

12′20

申込必要

5名・

10:30-11:30
2′25のみ12時まで

持ち物 :飲物・汗拭きタオル

動きやすい服装、歩きやすい靴
でお越しください。

申込必要■■ ||
定員6名|1参加‐無料

行先 :保木の里 鶯饉渕鰤ズ
美しが丘地域ケアプラザ 集合
(出発の5分前にはお越し<ださい)

2/4
(重≧)

雨天中止

※新型コロナウイルスの影響で中止になる可能性があります

ひだまり通信ならびにホームページ/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。 ・
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頭でわかつているけれど、やっばリモヤモヤ、キリキ ー
 :

リー経験した方同士で交流していただける場です ||

少人数の会ですので、話劉恵<だけでも参加してみませ 1 1
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青葉区の「子育て支援者」が会場を

運営 しています。赤ちゃん、就園前

のお子さんと一緒に遊んだり、親子

でゆつ<り 過ごしながら子育て支援

者と育児のお話ができます    .
ご相談がな<ても気軽に遊びに来て

<ださい   ●‐|| |‐  ‐ || |‐ |‐ ‐

毎 週     ユ● :00～ 11:30

月曜日  1出入り自由||■|■ |

椎本のひとりごと

すバ瘍.‐

当にl13かつた第3波
2020年 1月、日本で最初に新型コロナウイルス感染者が報

告され、4月 に第 1回の緊急事態宣言が出されました。コロ

すに振り回されたこの2年間、第5波は本当に怖かつた。自

分や家族の感染もそうだが、担当する方のご家族・ ご本人

が感染 したら…「入院出来ない」「施設の入所は難 しい」

「ヘルバーさんは人手不足」「介護が必要な人が―人残さ

れる?|」 ケアマネジャーは菫闘 し、調整。「今日も無事

に過ごせますように…」と,い の中で祈りながら朝を迎える

なんて事も。ワクチン接種が始まり、急激に感染者の減

少。日本つて凄い |1感激 している中、若者は未来を見据

え「地球温暖化危機対策」を訴えている。若者つて凄い |!

「おばちゃんも頑張るからね。」とテレビにうなづ<包括

主任ケアマネジャーで した。



雉鏃嶼饒瞼 弛鰊
ふくろうの会 活

瞼 13:30～
毎月第一月曜日に映画やコンサー ト等など様々な催し

を予定しています。 1月 は新春落語会です。

1  5Ю ‐0～
К舞

風景巡り」1月下旬開催予定です

地下鉄 フル ー ライ ン「 仲 町台駅」10:00集 合で す
★ハイキングは公共交通機関で移動する時の密を防ぐため、目的地駅が集合場所

となります。

申込 。おFo5合わせは美しが丘地域ケアプラザ 憂 045-901-6665まで

美しが丘地域ケアプラザ 協力医

」ヽ 澤 ク リニ ック  小澤 進 先生

テーマ「 3回 目の新型コロすワクチン接種」

今、インフルエンザワクチンの接種の真つただ中ですが、早<も 3回目の新型コロナワクチンの接
種が始まる見込みです。まだ12歳から18歳までの接種が終わつていない状況ですが、3回 目の接種
は2回接種修了者が対象になります。時期は2回接種終了後、約8か月後の接種が予定されています。
接種が始まつたのが今年の春4月頃ですので、早い人で12月頃に8か月を迎えます。65歳以上の人の
多<が6月から8月にかけて接種していますので来年2月から4月が接種のピークになりそうです。

まだ、どういう通知が来て予約をどうするか確定していませんが、12月 には詳細が矢□らされると用
います。3回 目の接種の効果は外国の限られた国のデータで報告されていますが、2回接種後次第に低
下してきた抗体を一段と引き上げ、新型コロすウイルスの感染の危険を2回接種の場合より10分の
1に Jpぇられるというデータがあります。冨」反応は2回目の接種と同程度のようです。ワクチンの種
類は1,2回接種と同じメーカーの物を接種しまつ。

休館日のお知らせ

1/8(土 )

2/5(土 )

子供の頃から寝つきが1悪 <、 眠りに落ちるまで数時間

かかる事もしばしばでした。月日が流れて中年になつ

|たつでも寝つきが悪いのは相変わらず。しかし長年こ
の状態だとすっかり慣れて、眠りに落ちるまでイヤフォ

|ンで音‐楽を聴いたりしてもヽます:|この寝|つきの悪さ、どうやら遺伝の

め方達と■緒に藻夜のラジオを薬しみたしヽと1忠しヽますよ||||(長容
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■

至 美しが丘3丁 目

横浜市美しが丘地域ケアプラザ  〒2250002横浜市青葉区美しが丘4-32-7
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