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第００２2号

スリーＡ ボランティア養成講座
スリーＡ？って、なんですか？？
「（Ａ）あかるく」 「（Ａ）あたまをつかって」 「（Ａ）あきらめない」 をモットーに、
その人らしく健康に過ごしていけることを目指した脳トレのサロンです。

ボランティアは、なにをしますか？？
元気づくりステーションゆらり（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ）のメンバーと一緒にサロンを運営したり、
参加者と一緒にサロンを楽しく盛り上げてくださる役割です。
活動できるかどうかは、講座に参加してみて決めていただいて大丈夫です！
認知症についても、理解が深まります。

各金曜日
2020年
2/14・2/21・2/28 （全3回）
参加費 無 料
時 間 １０：００～１２：００
場 所 日限山地域ケアプラザ
１階 多目的ホール
✿ 動きやすい服装で、飲み物をご持参ください 。

お申し込みは、12月16日（月）より
先着30名 !!
下記の電話またはケアプラザ窓口にて
日限山地域ケアプラザ
電話 ０４５（８２７）１８７０
主催 元気づくりステーション ゆらり
港南区役所 高齢障害支援課
共催 日限山地域ケアプラザ

「ひまわりホルダー」をお持ちの11月、12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
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人生を颯爽と歩むヒントが詰まった講座です！ 2019年度
今年も上永谷駅近くの
無料！ お待たせしました♪
JA横浜港南の大会議室にて開催します！

わ
人

た
生

開催日

12/ 2(月）
10:00～11:30

し
計
内

10:00～11:30

の
画

容

エンディングノート書き方講座
～港南区版で実際に書いてみましょう～
講師: 秋野 圭崇氏

12/ 9(月）

毎年
大人気講座！

(株式会社セレモニー代表取締役）

もしもに備えて 葬儀とお墓の基礎知識
講師: 秋野 圭崇氏、石本 喜一郎氏

(株式会社はせがわ）

12/16(月） 老人ホームなど高齢者の住まいの基礎知識
10:00～11:30

講師: 佐藤 吉史氏

(キットカンパニー株式会社 統括部⾧）

12/23(月） おひとり様の終活
10:00～11:30
会 場:
対 象:
参加費:
申込み:

～遺言・家族信託・後見制度を学ぼう～

講師: ⾧谷川 耕太氏（株式会社プラス相続手続きセンター東京支店⾧）

JA横浜港南支店 大会議室（上永谷駅前ロータリー近く）
年齢不問 4回続けて参加できる方優先 先着７0名

無 料
11月1日（金）より下記の電話またはケアプラザ窓口にて
045(827)1870

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。
※ＱＲコードで
検索できます
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 ≪電話での予約について≫ 電話予約の場合は仮予約です。
ホームページの「貸館予約状況はこちら」を選択
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。
(クリック)してください。
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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第2回
ケアプラtheギャラリー

２０１９年度

ケアプラザ活動の展示会です！

子どもから大人までの作品が沢山
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。“ほっと ひといき”
お茶を飲みながらお話ししましょう。日ごろの思いや
お困りのこと、どんな工夫をこら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。
お気軽にご参加ください！

・開催日時：毎月第３金曜
11／22 第4金曜

2／21 第3金曜

13:30~15:00 ※12月はお休み

1／17 第3金曜 《ミニ講座》

高齢者向け行政サービス
介護保険外サービス

3／27 第4金曜

・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
・お問合せ、お申込み：
日限山地域ケアプラザ地域包括支援センター
℡
045(827)1870

一緒に芸術の秋に浸りませんか？

日時:11.16(土) 10:00～15:00
11.17(日) 9:00～14:00
場所:日限山地域ケアプラザ
今回はお子さま向けに「おはなし会」や「キッズスペース」を
新たにご用意しました。パパママもご一緒に参加ください

・10:30~11:00 かたり語りの会による「おはなし会」
幼児から低学年向け。大人の方もどうぞ！
（おはなし、絵本、手あそび など）

・11:00~14:00 キッズスペース(ぬりえ、おりがみ)
おこわ・パン・クッキー・コーヒー販売あります。
パステル

そよかぜ南の家

かるがもの家

[お詫び・訂正] 前号ひだまり21号にてケアプラtheギャラリーのご紹
介の中で「おはなし会」の時間に誤りがありました。正しくは上記の
とおり10:30～11:00です。お詫びして、訂正いたします。

9/7に『第４回貸館登録団体交流会』と『草むしり大会』を行いました
第４回貸館団体交流会を行い、36団体の皆様が参加されました。
会の冒頭で、最近の日限山や丸山台の空き巣被害の報告と防犯に
ついて日限山駐在所の巡査長がお話をしてくださいました。日限
山や丸山台にお住まいの方が多く参加されていたので、熱心に耳
を傾けていました。
次にケアプラザから日限山ケアプラザの緊急避難経路と団体参加
者の緊急連絡先把握の必要性、さらに部屋利用の注意点をお話しま
した。
また、団体の方々はワールドカフェ方式で自分の団体の紹介を
して交流しました。自分たちの団体の活動に役立てられたり、他
の団体の方を講師に呼ぶ機会になっているようです。
会終了後は、有志の方々にケアプラザ敷地内の草むしりをご協
力いただきました。ありがとうございました。
「貸館団体ご紹介」 シリーズ（10）

丸山台ストレッチ体操
楽しく体力作りをする仲間を募集しています。
運動不足で体力の衰えを感じている方、お腹まわりが気になっている方、
「栄スポーツクラブの土田弘美先生」の熱心なご指導のもとで、
ケガをしないための正しい身体の動かし方を学びませんか？
○ 内容：柔軟性や筋力を養うストレッチ体操、および体力作りのための
リズム体操。参加者の年齢・状態に合わせて腰痛防止・肩こり解消・
正しい姿勢・脳トレなどのメニューも取り入れています。
○ 活動は、木曜日 午前10～12時（月に2回程度）。体験・
見学されたい方は、日限山地域ケアプラザまでご連絡ください。
日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０

※体験参加時には、室内運動靴、バスタオル、飲料水をご用意ください

「貸館団体ご紹介シリーズ」記事募集‼ 日限山地域ケアプラザに登録されている団体が対象です。活動内容（写真含む）、
活動日、会費などを紹介して仲間を募集してみませんか。掲載月は別途ご相談とさせていただきます。掲載を希望される
場合は、日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０まで、ご連絡ください。

※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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日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

火

水

木

金
11時～
1貸館抽選会
2
パン販売

11
月

子育てひろば10時～
ふらり～カフェ
12:00～13:30

3

4

5

6

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

11

12

18

19

ケアプラtheギャラリー 宿題ルーム
9:00～14:00
15:00～16:30

24

25

12 貸館抽選会
11時～
月 9:30～11:30

9

講座10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30
ひぎりにちようあそVIVA
15:00～16:30
わたしの人生計画③
ぴよぴよスペース
講座10:00～11:30
9:30～11:30
宿題ルーム
オトナの学習ルーム
15:00～16:30
9:30～11:45

16

22

29

23

年末

（休館日）

27

わたしの人生計画④

年末

（休館日）

11

ＰＣスマホ何でも相談
14:00～16:00

21

元気いちばんｻﾎﾟｰﾄ③
講座 10:00～12:00

宿題ルーム
15:00～16:30

17

24

18

パン販売

赤ちゃん教室
10:00～11:30
あい碁で将 13:00～17:00
宿題ルーム 15:00～16:30

25

休館日
31

年末

（休館日）

〒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 （11/27、12/25）
※年末年始以外の休館日は受付業務を行っております。
※年始は1月4日からとなります（貸館抽選会：1月4日(日)）
※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は公共
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子育てひろば
10:00～12:00

26

29

30

子育てひろば
10:00～12:00

7

子育てひろば10時～
ふらり～カフェ
12:00～13:30

13

14

子育てひろば
10:00～12:00

20

宿題ルーム
15:00～16:30

宿題ルーム
9:30～11:45

23

6 パン販売

19

ケアプラtheギャラリー

22

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

5

ＰＣスマホ何でも相談
14:00～16:00
宿題ルーム
15:00～16:30

16
10:00～15:00

元気いちばんｻﾎﾟｰﾄ④
講座 10:00～12:00

12

●横浜市日限山地域ケアプラザ●

交通機関をご利用ください。

14

元気いちばんｻﾎﾟｰﾄ①
講座 10:00～12:00

宿題ルーム
15:00～16:30
カフェドリーム
パン販売
13:30～15:30

ぐんぐんひろば
10:00～1１:30
宿題ルーム
15:00～16:30

講座10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30

30

３P参照

宿題ルーム
15:00～16:30

10

9

子育てひろば
10:00～12:00

宿題ルーム
15:00～16:30

28

4

わたしの人生計画②

15

パン販売

あい碁で将
13:00～17:00

講座10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30

9:30～11:45

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

3

わたしの人生計画①

オトナの学習ルーム

20

8

赤ちゃん教室
元気いちばんｻﾎﾟｰﾄ②
10:00～11:30 講座 10:00～12:00
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

休館日

２P参照

2

ぴよぴよスペース

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

26

宿題ルーム
15:00～16:30

1

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

宿題ルーム
15:00～16:30

17

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

7

あい碁で将
13:00～17:00
宿題ルーム
15:00～16:30

10
オトナの学習ルーム
9:30～11:45
ひぎり
にちようあそVIVA
15:00～16:30

8

土

21

子育てひろば
10:00～12:00

27

28

子育てひろば
10:00～12:00

パン販売
毎月第1金曜、第２・３水曜の12時～です。

