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10:00～14:00
【会場】日限山地域ケアプラザ
復興支援バザー
食べ物【ひぎりマルシェ】
※有料
極みカフェ※有料

ステージ
体験ブース【Ｌet'sプレイ】
・健康チェックコーナー
・プラ板キーホルダー作り
・さわやかスポーツ体験会

※無料

※フェスティバルの詳細は地域の掲示板、回覧のチラシをご覧ください
※お車での来場はご遠慮ください。
主催：日限山地域ケアプラザ (港南区日限山１-６６-５５ ☎８２７-１８７０)
共催：ひぎり地区社会福祉協議会・ひぎり地区民生委員児童委員協議会
ひぎり連合自治会・丸山台自治会（五十音順）

ご挨拶

地域活動交流コーディネーターが交代になりました。

地域の皆さまの笑顔をひとつでも多く、
皆さま、はじめまして。4月より日限山地域
健康寿命が一日でも長くできるよう努めて
ケアプラザの地域活動交流コーディネーターを
担当することになりました田中 真樹と申します。 参りますので、宜しくお願いいたします。
3月までは下永谷地域ケアプラザで約3年間、生
活支援コーディネーターを担当しておりました。 【新木コーディネーター】あっというまの
3年間でしたが、大変お世話になりました。

地域活動交流
コーディネーター

田中真樹
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いつまでも身近な仲間と楽しく活動できるカラダづくりのヒントに
健康長寿は日々の積み重ねが大切！！楽しみながら一緒に学んでみませんか。
場 所
日 時
内
容

ＪＡ横浜港南支店

１

5月28日（火）
10:00～11:30

脳トレエクササイズ ～肩の痛みを予防～
バリスチックトレーナズ 中村 幸貴氏

２

6月4日（火）
10:00～11:30

スマイルキラリ お口の健康
港南区役所健康づくり係 岡田 直子氏

３

6月11日（火）
10:00～11:30

上永谷ふれあいの道 ウオーキング
※雨天中止（振り替えはありません）
バリスチックトレーナズ 中村 幸貴氏

４

6月18日（火）
10:00～11:30

５

6月25日（火）
10:00～12:00

２階 会議室

対 象
５回続けて参加出来る概ね
50代以上の方 先着40名
持ち物
動きやすい服装・飲み物
申 込
４月15日（月）より
下記の電話または窓口にて
日限山地域ケアプラザ（ 827）1870

シニアの栄養と食事について
【会場はこちら】
管理栄養士 青木 博氏
ココ
市営地下鉄
上永谷
ケガや火事を防ごう！
バス
JA横浜
～元気で健康な生活を送るために～
ロータリー イトー
港南
港南消防署
ヨーカドー
脳トレエクササイズ ～膝の痛みを予防～
バリスチックトレーナズ 中村 幸貴氏

元気づくりステーション

港南区民活動支援センター ブランチ事業

認知症の理解と援助
～映画と講演の集い～

開催日
時 間
場 所
会 費
内 容

毎月 第１・第４ 月曜日 申込み不要
１３：３０～１５：３０
日限山地域ケアプラザ ２階 多目的ホール
１回 １００円
元気になれる体操・歌・楽器などのプログラム
と、お茶を飲みながらの楽しいお話し

日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０
【お詫びと訂正】
前号掲載（3・4月号）「さわやか港南」生活支援サービス
補助事業」始まる記事にて、Twitterアドレスに間違いがあり
ました。お詫びして、訂正いたします。

○日付：２０１９年６月９日（日）
○時間：１４時～１６時３０分
○場所：日限山地域ケアプラザ
○参加費無料・申込制・定員６０名
○申込開始日5/10（金）９時～
（定員になり次第締め切らせて頂きます）
○講師：杉山 孝博先生
（川崎幸クリニック 院長）
○申込：日限山地域ケアプラザ窓口
・電話
０４５（８２７）１８７０
主催：さわやか港南
共催：港南区区民活動支援センター
横浜市日限山地域ケアプラザ
港南区民活動支援センター・ブランチ（サブ支援）
在宅支援サービス、地域の居場所「 さわやか港南 」
横浜市港南区日限山１−３２−４ Tel 045(820)5883

Twitter https://twitter.com/sawayakakounan

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。

※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で利用申込書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。
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ひぎり連合自治会
ひぎり地区地域福祉保健計画
主催：高齢者部会・健康づくり部会
共催：日限山地域ケアプラザ

簡単な料理づくり
～しっかり栄養を摂りましょう～
港南区食生活等改善推進員会（港南区ヘルスメイト）による
分かり易い講話と食事づくりを体験します。
健康長寿を延ばしましょう♪

○ 日 時： 2019年6月20日(木)11時～13時
○ 会 場： 日限山地域ケアプラザ2階 多目的ホール
○ 内 容： 簡単で取組みやすい料理づくり
○ 講 師： 港南区食生活等改善推進員会
（港南区ヘルスメイト）

◆メニュー
「五目きんぴら」
「じゃが芋とオクラとシラス炒め」
「鮭水煮缶としめじのおろし合え」
+汁物+ご飯

○ 会 費： 300円
○ 持 物： エプロン・三角巾
○ 定 員： 15名 先着順
（申込期間：5/25～6/10まで）
○ 申 込： 電話及び窓口にて
日限山地域ケアプラザ 045（ 827）1870

※献立は変更になる場合があります。

ＮＰＯ法人 りんご会
地域活動支援センター
精神障がい者通所施設

認知症 家族のつどい
認知症のご家族がいらっしゃる方へ、交流と情報交換の
場です。
お茶を飲みながらお話ししましょう。
日頃の思いやお困りのこと、どんな工夫をしたらよかったかなど、
話すことで“ほっと ひといき”できる集まりです。心と身体がスッ
キリするストレッチも行います。お気軽に参加ください。７月
は講師を招いて「オムツ排泄ケア」のミニ講座を行います。
・開催日時 毎月第３金曜日 13:30～15:00
4/19金 5/17金 6/21金 7/19金 9/20金
オムツ排泄ケア
ミニ講座
場 所：日限山地域ケアプラザ
対 象：認知症のご家族がいらっしゃる方
問合せ・申込み：日限山地域ケアプラザ
担 当：地域包括支援センター
電 話：０４５（８２７）１８７０

「貸館団体ご紹介」 シリーズ（7）

「碁友会」

りんごの木はこころの病にある方が、就労に向けての準備
や生活力の獲得に向けて、お菓子の製造、スポーツ、庭整
備などの活動に励む通所施設です。2階には「日限山学童保
育 杉の子クラブ」があり、放課後には児童たちが次々と
帰ってきて、にぎやかな笑い声につつまれています。

・日時:2019年6月26日(水) 10時～11時30分
・集合:9時45分 日限山郵便局前（日限山3-40-19）
※ りんごの木まで約３００ｍ

・参加費無料・申込み制・定員15名
内容:①お話（りんごの木の沿革・活動など）
②見学（お菓子の製造、その他）
・問合せ・申込み:日限山地域ケアプラザ 045(827)1870
・申込開始日:5月12日(日)9時～
(定員になり次第しめきらせていただきます)
主 催:ひぎり連合自治会 ひぎり地区地域福祉保健計画
障がい児・者部会 代表 小泉 克己

『 囲碁の対局と、会員との楽しい親睦で、
健康と脳の活性化をはかりませんか 』

『 新入会、初めての方の参加を歓迎します』
☆活動日
: 毎週火金曜 12:00 ～ 18:00
☆会費（入会費）：２００円／月
☆場所・連絡先 : 日限山地域ケアプラザ
(申込み) ０４５（８２７）１８７０

「ひまわりホルダー」をお持ちの5月、6月 誕生日の方！

更新の連絡を、お願いいたします！
登録内容に変更がない場合でも、更新の連絡をお願いいたします。
更新は無料です

日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０

※駐車場に限りがあります。車での来館はご遠慮ください
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5月・6月

日

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

火

５
月

パン販売
毎月第1金曜、
第２・３水曜の
12時～

５

６

水

７

13

14

19

20

ぴよぴよスペース
9:30～1１:30
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

21

26

27

28

宿題ルーム
15:00～16:30

貸館抽選日
11時～

３

４

９

16

10

23

24

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

11

2９

５

12 パン販売
ぐんぐんひろば
10:00～1１:30
宿題ルーム
15:00～16:30

２ページ参照

17

22

宿題ルーム
15:00～16:30

宿題ルーム
15:00～16:30

ぴよぴよスペース
宿題ルーム
9:30～1１:30
オトナの学習ルーム 15:00～16:30
9:30～11:45

15 パン販売

あい碁で将
13:00～17:00

オトナの学習ルーム
宿題ルーム
9:30～11:45
15:00～16:30

オトナの学習ルーム
9:30～11:45
認知症の理解講座
14:00～16:30

パン販売

宿題ルーム
15:00～16:30

６月の抽選日は
２日に変更！

２

８

休館日

宿題ルーム
15:00～16:30

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

18

３

９

10

ＰＣ相談
14:00～16:00
宿題ルーム
15:00～16:30

16

19 パン販売

23
宿題ルーム
15:00～16:30

30
宿題ルーム
15:00～16:30

６
宿題ルーム
15:00～16:30

13

カフェドリーム

25

土

4

26

休館日

30
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

●横浜市日限山地域ケアプラザ●
〒233-0015 横浜市港南区日限山1-66-55
℡ 045(827)1870 Fax 045(827)1872
休館日：毎月第4水曜日 （5/22、6/26）
※年末年始以外の休館日は受付業務を行っております。
※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は公共

パン販売

子育てひろば10時
ふらり～カフェ
12:00～13:30

17

11
今月のパン販売は
第２金曜に変更

18

子育てひろば
10：00～12：30
認知症家族のつどい
13:30～15:00

24

25

子育てひろば
10：00～12：30

31
子育てひろば
10：00～12：30

７ パン販売

６
月

１
ケアプラthe
フェスティバル
10：00～14：00

８

子育てひろば 10時～
ふらり～カフェ
12:00～13:30

14

15

子育てひろば

13:30～15:30
10：00～12：30
ＰＣ無料講座14:00～16:00
今回は
宿題ルーム15:00～16:30
ＰＣ講座です

20

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

宿題ルーム
15:00～16:30

交通機関をご利用ください。

２

赤ちゃん教室1000～1130
あい碁で将 13:00～17:00 宿題ルーム
宿題ルーム 15:00～16:30 15:00～16:30

オトナの学習ルーム
宿題ルーム
9:30～11:45
15:00～16:30

金

貸館抽選日 11時～
あい碁で将
13:00～17:00

ぐんぐんひろば
10:00～1１:30
宿題ルーム
15:00～16:30

ぴよぴよスペース
9:30～1１:30
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

12

１

木

27

21

22

子育てひろば
10：00～12：30
認知症家族のつどい
13:30～15:00

28

29

子育てひろば
ＰＣ無料講座14:00～16:00 10：00～12：30
宿題ルーム15:00～16:30

PC相談は、4月から、第2木曜日の
14:00～16:00に変わっています

