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あおばおもちゃのひろば@たまプラーザ 協男:ぁぉばぉもちゃのひろば

ひろば開催:2/11(土 )10:00～ 15:00(休憩12:30～ 13130)

親子で良質なおもちゃで自由に遊べます
定員10組程度 予約不要(先着順)。無料00歳～未就学児

憮臨

ひろばでこどもを遊ばせながら、パパママはこどもの大好きなおもちゃを作ります

C)10:00～ 11:00(211:30～ 12:30(Э 13:30～ 14:30
①②③とも定員5組 材料費 300円 ①②障がいのあるお子さんご家族優先
申込 :塞1/16(月 )10時～先着順

國學院大学学生さん達による手作り絵本やペープサードなど展開します。
学生さん達と交流したり、親子で楽しい時間を過ごしましょう

2/17(金)10:30～ 11:30
込 :笙笠2螢火n創ヒ≦型lo(金)16時 書由選 定員 :1 ll管

象10～ 1歳児 参加費:無料

〔示鴛:|二全19ゃでJ

申

対

li聰

発泡スチロールと厚紙で「空力翼艇」を作つて飛ばしてみよう !

飛行機の翼のカタチを理解して科学の面白さ、楽しさを体験するワークシヨップ。

3/25(」L) 10:00～ 11:30
申 込 :富3/3(金)10時～3/16(木)16時

★講義と空力翼艇実験製作★

抽選 定員17組
参加費1300円 対 象:小学生以上(3年以下は保護者同伴)

講 自T:藤島徹氏(日本宇宙少年団横浜分団).         3
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地域活動 ,交流事業ご案内 容045-910‥ 5211
a申込受付10時～16時
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1膜:餡蜃濫姜ギ

日時 事業名 対象 申込alo時～16日寺

2/15(ラκ)

10130～ 11130

二人ロママの丁alkサロン 二人目以上子育て中
の親子

a1/18(水 )～

先着順7組

2/22(,水 )

10:00～ /11:00～

おやこでリトミッ

彪

あんよ(1歳児以上)～

未就学園親子
笙2/1(水)～

2/15(ラκ)

抽選7組ずつ

3/1(水 )

10130～ 11:30

おはなし会
～わらべうたで
あかちゃんと遊ぼう～

0～ 1歳児親子

痣:

a2/8(水 )～

2/22(水 )

抽選10組

3/3(1金 )

10130～11:30

はじめて出会う絵本

電署

0～ 1歳児親子 a2/3(金 )～

先着順10組

3/10(1金 )

10:00～ 11:30

あかちゃんのねんね講座 6ケ月～1歳半親子

t聾

滅曼
電鬱壕欝

a2/10(金 )～

先着順8組

3/22(ラκ)

10100～ /11:00～

おやこでリトミック あんよ(1歳児以上)γ

未就園児親子

笙3/1(水 )～

3/15(フК)

抽選7組ずつ
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「おりがみサロン」
2/16(ラ村)3/16(ラ村)

「大人のぬりえ」
2/23(木)3/23(木 )

一蝙
機醸‐■●=■,_: _. …■機・    ~_・ ~ ‐継轟

=・

|■,■ ● ._. _11“ 摯    ‐彎轟‐‐  撼ご・ ●_■■   ._ 、4‐I    %・・   .懲
14時～16日寺 各回窓申込(前回開催日より)材料費100円 どなたでも

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、貸館利用や事業のご参加については、マスク着用、
ご利用前後の手洗い消毒、入館時の検温など、弓|き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。
事業の詳細は、ケアプラザのホームページ、事業のチラシをご覧ください。
※感染症等の状況により、事業内容の変更や中止となる場合がございます。ご了承ください。

餃躙隋靡鰈躙躙蝙  横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ 電話045010)5211



★ は事前のお申し込みが必要です。 045-910-5211 8

蠅鰺瞼鰺菫颯饂≫ター

たまプラーザ地域包括支援センターでは、「たまプラ出前講座」と称した出張講座を実
施しております。講座の開催時間|ま30～ 60分奄予定しておりますが、内容や人数、日
程、時FFE等に関して|よtご希望に沿えるように対応いたします。
【メニュー例】
馳 域包括支援センターって?』『知って安心介護保険』『認nll症を予防しょう』

『ロコモ予防』『フレイル予防の栄養講座』『成年後見策J度』などなど

お気軽にお声かけください。

フレイルとは、体と心の機能が低下し、将来介護が必要になる
危険性が高くなつている状態
運動・口腔・栄養・社会参加の4本柱でフレイル予防を !!

☆纏醸は国から 国から楡蟷瞑謗
2/17(≦厳)13:30～ 14:30
参加費無料
会場:たまプラーザ地域ケアプラザ

多目的ホール

対象 :おおむね65歳以上の方 (要申込)

講師 :関東学院大学 栄養学部管理栄誉学科教授
管理栄養士 田中弥生 先生

体は、食べ物でできています。フレイル予防は、
栄養から始めましょう !!

又腋写彪蒻蛛鋏跛

冬躙饂聰鐘濱緻機釉閻鐘渉紆不《楊釉》

2/22(水)13:00～ 15:00
参加費無料 出入り自由

会 場 :ドレッセWISEたまプラーザlF

CO¨ NIWAたまプラーザ内コミュニティ0コア

お気軽にお立ち寄 りください

☆わたリプ■トサ国ン
(定員15名 )    .
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もしも手帳を配布してます
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元気なうちから『もしも』の

時のことを考え、治療やケア
について、あなたが『どうして

欲しいか』の気持ちを伝える
ための『もしも手帳』を配布し
ております。
ご希望の方 |よ、窓Elにて

お申込みくださしヽ。

し



「困っている時に とても親身になって対応

していただき とても感謝 しています」
「こちらの思いをくみとって、いろいろな

ア ドバイスをしてくださった」
「 3年前にご相談 した対応職員の方に

またお世話になれたので 話もよくわかって

頂いており助かります」

ケアプーラザのお部屋をご利用の団体 |‐

「笑顔で対応してくださるので こちらの心も笑顔に
なります」 ‐| ‐‐    |‐   |‐■

「建物め構造が安全につくられているので安心で―す」
「いつも快適につかわせてもらつています」 ‐

「災害発生時の安全対策と共に救命措置等の対策 |‐

にも期待してお
―
り.ま す」・ ||‐  | |  ‐ |

横浜市たまプラーザ
(社会福祉法人 緑成会)

ケアプラザ事業に参加された方

「子どももスタッフさんにとてもなついています」
「おかげ様で いまは生活の"ハ リ"(楽 しみ)に
なっています」

「また元のような日々がもどって歌の会もできる

と良いですね」
「お父さんと参加できるイベントを土曜にして

頂けると嬉 しいです」

|||‐ ■居宅介護支援をご利用|の方|
「とても丁寧な対応をしてくれますJ‐

F相手の立場に立った説明であり信頼がもてる」
「デイサービスの曜日の変更を事業者と

調整 していいただきました」
「聞き|た い事がある場合

1地域ケアプラザさんがあつて助かってます」

窓口をご利用の方 (相談)

「

―

―

―

―

―

みなさまからのあたたかいお声をいただき ありがとうございました

これからも 安全 安ミ 快迪な施設運営をめざしてまいります

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

■電話 045-910-5211
■FAX 045-910-5231
■HP http://ryokuseikai― yokohama,jp/

:たまプラーザ駅直結、リンクプラザの4階です。

地域ケアプラザ
|ウ■

|・・ず褥 ・
事業申込 :10時～16時

貸館申込19時～16時

◎休館日 毎月第4月曜日 年末年始
1/23 2/27・ 12/29(金 )～ 1/3(水 )

介護保険のご相談 :9時～17日寺

休館日は相談や貸館事業申込はできません。

次号は3/15発行予定です(銀行の左横にあるエレベーターをご利用ください) 財


