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第００１4 号

オトナの男の「頂」講座
Ⅰ

9/1（土） 10 時‐12 時

カラダ測定・筋トレ

Ⅱ

9/15（土） 10 時‐14 時

包丁研ぎ・魚を捌く・利き酒

Ⅲ

9/29（土） 10 時‐12 時

メンズエアロビクス・筋トレ

Ⅳ

10/13（土）10 時‐14 時

絶品洋食

Ⅴ

10/20（土）10 時‐12 時

明日のカラダづくり マウスケア・栄養

Ⅵ

10/27（土）10 時‐12 時

逗子の山ウォーキング

Ⅶ

11/10（土）10 時‐12 時

Ⅷ

11/17（土）10 時‐14 時

本格中華

Ⅸ

9 月～11 月中の半日

地域で活躍・こども食堂見学

Ⅹ

12/1（土） 10 時‐12 時

効果を見る！カラダ測定・筋トレ

★

12/16（日）10 時‐14 時

We are the chef お披露目会

午後予定

ハンバーグなど

メンズエアロビクス・筋トレ
（ウォーキング予備日）

餃子など

各々の頂を目指し、運動や調理・講座を通して「変わる!」と「出来る!」を
実感!! 魅せるオヤジライフに役立つプログラムです。

また、終了後も学んだことを地元で活かすことを目指しています。
「仲間に自慢できる」「オトナのこれからがもっと楽しくなる」濃密な時間を
どうぞ。
場 所 ：日限山地域ケアプラザ 多目的ホール・調理室（ウォーキングは現地にて集合・解散）
対 象 ：原則 11 回通して参加できる概ね 75 歳までの男性 15 名 ※申込多数の場合は抽選
参 加費：5,000 円（材料費として）初回 9 月 1 日に集金
※欠席の場合でも返金は致しかねます。
またウォーキングの交通費・こども食堂見学の際の交通費と試食は別途自己負担です。
持 ち 物 ： 運動・ウォーキング／動きやすい服装・タオル・水分補給の飲み物
調理／エプロン・手拭用タオル・三角巾・筆記用具
講座/筆記用具・水分補給の飲物
申 込 ：７月２日（月）～８月１０日（金）まで ケアプラザ窓口かお電話にて受付
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日限山地域ケアプラザの貸館空き状況が
インターネットで確認できます。
「日限山地域ケアプラザ」で検索ください。５ヶ月の貸
館空き状況を確認することができます。「日限山地域ケ
アプラザ｜社会福祉法人 同塵会」のホームページの
「貸館予約状況はこちら」を選択(クリック)してください。
○
小学生夏休み

・８月 19 日(日)10 時～12 時

作り教室

・場所 日限山地域ケアプラザ・多目的ホール２・調理室
大きなメッセージクッキーや、可愛いデコレーション
クッキーなど数種類を簡単な材料だけで作ります♪
夏休みの思い出に、お菓子作りが好きな子・苦手だけど
チャレンジしてみたい子、ぜひおまちしてます☀
チャレンジしてみたい子ぜひおまちしてます☀
●参加費：５００円（材料費として）
●対 象：小学生(３年生までは保護者同伴)
）
※４年生以上の保護者同伴も希望により可)
）●定 員：抽選 １０名
●持ち物：エプロン、三角巾、持ち帰り用袋(B5 サイズ)
●申込み：7 月 11 日(水)～17 日(火)
結果は 7 月 21 日までにハガキにてお知らせします。
日限山地域ケアプラザ 045-827-1870

※ＱＲコードで
検索できます

≪電話での予約について≫

電話予約の場合は仮予約です。

必ず一週間以内に窓口にて利用申込書の記入をお願いいた
します。提出がない場合はキャンセルとさせて頂きます。

夏休みの宿題ルーム
夏休みは、午前中に、友達と一緒に涼しいケアプラ
ザの部屋で集中して 勉強しましょう♪
大人の見守りがあります。

7 月２３日(月)～8 月２３日(水)
月・水・木曜日
９時３０分～１１時４５分開催
<但し、休館日 7/25(水)8/22(水)を除く>
場所：日限山地域ケアプラザ

ボランティアルーム

対象：小学生・中学生
申込：不要

☀当日受付に声をかけてください。

【宿題ルームでのお願い】

子ども夏休み工作

① 勉強や読書以外はできません。
② 他の人に迷惑をかけないように静かにしましょう。

かわいいお花を組み合わせて簡単につくれます。
●日 時：８月 11 日(土) １４時～１５時
●講 師： 小川 明子先生
●場 所：日限山地域ケアプラザ 地域ケアルーム
●参加費：５００円（材料費として）
●対 象：小学生(3 年生までは保護者同伴)
※４年生以上の保護者同伴も希望により可)

●定 員：先着１０名
●持ち物：持ち帰り用袋（A４サイズ）
●申込み：7 月 11 日(水)より
日限山地域ケアプラザ 045-827-1870

③ 宿題ルームでの飲食はできません。

第 2 回ケアプラ the フェスティバル in 日限山
ご参加ありがとうございました ！！
6 月 16 日(土)来場者数(ボランティア含む)
約７00 名。ご参加いただいた皆さま本当にありが
とうございました。ケアプラザの貸館利用をしてい
る団体のステージ。初めての試みでとして団体から
の飲食出店も行いました。体験ブースでは個人ボラ

特別養護老人ホーム「芙蓉苑」・「サンバレー」

ンティアの方々に活躍して頂きました。ケアプラザ
が皆さまの身近な施設と感じていただけるよう今後

納涼祭 開催！

も楽しいイベントなどを行っていきたいと思います

皆様のご来場をおまちしています。

ので、是非ご参加ください。最後になりましたが今
回運営に多大なるご支援をくださいました各団体の

■場所：特別養護老人ホーム「芙蓉苑」駐車場
■日時：7 月 21 日土曜日
■アクセス

16:００～18:００

横浜市営地下鉄「下永谷」駅下車

徒歩 3 分

戸塚駅より江ノ電バス「スポーツ広場前」下車歩 2 分

皆さま本当にありがとうございました。
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どなたでも参加 OK！

ふらり～カフェ イベント情報
●開催日 毎月第１金曜 12:00～13:30
●参加費 おとな 100 円 こども無料
♪飲物 コーヒー・紅茶・ココア・昆布茶など
♪販売 パン･おこわ他 地域活動ホームそよかぜ製
＊販売は 11:45 頃～なくなり次第終了
♪ミニイベント：12:30～13:00

7 月6 日

ウクレレ演奏
出演：アラモアナいしばし＆たまちゃん
爽やかな
ハワイの風と
青い空を
お届け

☎ 045-827-1870

真夏と梅雨時が要注意!! 熱中症予防
熱中症は、身体が暑さに対して適応できず、
体内の水分や塩分などのバランスと体温調節
機能に支障が出て、様々な症状（めまいや頭
痛・吐き気・筋肉のけいれん等）を起こす病
気です。最悪の場合、命に関わることもあり
ますが、対策を行えば防ぐことができます。
高齢の方は、暑さやのどの渇きを感じにくい
等の事から特に注意が必要です。以下の事に
気をつけましょう。
室内ではエアコンを

ハワイアン
加山雄三など

上手に活用！

8 月3 日

キッズフラダンス と かき氷
出演：アロハフラナネア

直射日光や暑い
時間帯の活動を避ける

ふわふわ
かき氷

元気づくりステーション

休憩・休息を

のどが渇く前に飲む!

しっかり取る!!

栄養をしっかり摂る!

「貸館団体ご紹介」

「遊びをせんとや生まれけむ」 子供が夢中であそぶように一生懸命生きる。明るく、頭を使っ
て、あきらめない（３A）をモットーに。
健康だからこそ楽しい時を過ごせます。明日も元気でいたいから童心に帰って体操をしたり、
ゲームをしたり、歌ったり、お茶を飲み、おしゃべりをする。血行が良くなり、脳も活性化しま
す。“ゆらり”には一人では出来ないことを共にやる、お仲間が沢山います。元気なうちから介
護予防！ ゆったり伸びやかな“ゆらり”でリフレッシュしませんか？！
どうぞお待ちしています。
〇脳トレ体操やゲームと合唱を交えた茶話会
〇日 時：毎月 第１・第４月曜日
１３：３０～１５：３０
〇会 費：１回 １００円
〇場 所：日限山地域ケアプラザ
2 階 多目的ホール
〇連絡先：日限山地域ケアプラザ
(申込み) ０４５（８２７）１８７０

※竹太鼓による合奏
※駐車場に限りがあります。車での来所はご遠慮ください

＜４面＞
月

7 月・8 月

☎ 045-827-1870

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー
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日

月

1
2
７ 貸館抽選日
パワーアップ活動
のチカラ(申込制)
11時～
10:00～11:30
月
宿題ルーム
15:00～16:30

8

9

3

火

4

22
29

16

23

10

11

17

5

木

24

みんなであそぼう
10:00～11:30

30

31

12

パン販売12時～
宿題ルーム
15:00～16:30

宿題ルーム
15:00～16:30

18

19

パン販売12時～
赤ちゃん教室10時
宿題ルーム
15:00～16:30
あい碁で将! 13時

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

水

宿題ルーム
宿題ルーム
15:00～16:30
15:00～16:30
あい碁で将! 13時

宿題ルーム
15:00～16:30

15

☎ 045-827-1870

平成３０年 7・8 月 横浜市日限山地域ケアプラザ通信 ひだまり

25

休館日
1

８ 夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45
月 貸館抽選日

宿題ルーム
15:00～16:30

26

5

6

12

19

パン販売12時～

13

14

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

20

夏休み工作(申込制) 夏休みの
(クッキーづくり）
宿題ルーム
10:00～12:00
9:30～11:45

26

7

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

27

8

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

21

15

パン販売12時～
夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45
あい碁で将! 13時

22

休館日
28

宿題ルーム
15:00～16:30

〒233-0015 横浜市港南区日限山
📞045-827-1870

(休館７月 2５日、８月２２日)
※休館日でも受け付けております。
※駐車スペースが限られているため公共交通機関を
ご利用のうえ、ご来館ください。

芙蓉苑・サンバレー
納涼祭
16:00～18:00

2

3

4

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

9

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45
カフェドリーム
13:30～15:30

16

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

23

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

宿題ルーム
15:00～16:30

休館日：毎月第 4 水曜日、年末、年始

21

子育てひろば10時
家族のつどい
13:30～15:00

28

宿題ルーム
15:00～16:30

Fax 045-827-1872

20

土

14

27

30

1-66-55

13

子育てひろば10時

7

子育てひろば 10時

29

●横浜市日限山地域ケアプラザ●

パン販売 12時～
子育てひろば10時
ふらり～カフェ
12:00～13:30
PC相談 14時～

夏休みの
宿題ルーム
9:30～11:45

11時～

あい碁で将! 13時

6

金

パン販売 12時～
子育てひろば10時
ふらり～カフェ
12:00～13:30
PC相談 14時～

10

11

子育てひろば10時

夏休み工作(申込制)
(フラワーリーフ）
14:00～15:00

17

18

子育てひろば10時

24

子育てひろば 10時

31

子育てひろば10時

25

