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年頭のご挨拶
明けましておめでとうございます。
昨年は、コロナ、コロナで明け暮れた大変な一年でした。今年は、コロナを克服し、夏にはオリンピック･
パラリンピックが開催でき、社会全体が元気になることを祈っています。
今年も、地域の皆様の健やかで楽しい生活に少しでも貢献できるよう、職員一同頑張りますので、よろしく
お願いいたします。
令和三年 元旦 日限山地域ケアプラザ 所⾧
仲嶋 正幸
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あけましておめでとうございます！
本年もよろしくお願いいたします！

提供「静書会」

今年は何か新しいことに、取り組んでみませんか ?
?
今年は何か新しいことに、取り組んでみませんか
日限山地域ケアプラザでは、小・中学生のための『宿題ルーム』 、中学生から大人の方までを対象とした
『オトナの学習ルーム』をご用意しています。
“宿題””テスト勉強““読書” “資格取得の勉強””在宅ワーク“など…に是非ご利用ください。気分転換に
ケアプラザまで少し歩いて、3密防止などコロナ対策をした部屋で集中して新しいことに取り組んでみませんか？

宿題ルーム
◎ 日

◎ 場
◎ 対

オトナの学習ルーム

時：年末・年始、祝日、第4水曜日を除く
毎週 月・水・木曜日 15:00 16:30
（中学生は17:00まで）
（夏・冬・春休みは
9:30 11:45）
所：日限山地域ケアプラザ ボランティアルーム
象：小学生、中学生 お申込みは不要です。

◎
◎
◎
◎

日 時：毎週日曜日 9:30 11:45
場 所：日限山地域ケアプラザ ボランティアルーム
対 象：中学生以上 どなたでも
事前のお申込みは不要です。

「ひまわりホルダー」をお持ちの1月、2月 誕生日の方！

更新の連絡を、お願いいたします！
更新は無料です

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。
日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０
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生活習慣病と認知症予防シリーズ①

「認知症の種類」
＜治らないものを認知症と呼ぶ＞
いろいろ調べて、体調や病気の悪化による一過性の認知機能障害でないとわかると「認知症」とな
ります。わかった、わかった、じゃあ、その認知症は、治るの、治らないの？治りません。こう言
うとみもふたもないと思われるかもしれませんが、これはことばのお約束で、治らないものを「認
知症」と呼ぶのです。
＜認知症には種類がある＞
認知症だからといって、アルツハイマー型認知症と
は限りません。わが国のデータでも認知症のうち
約７割がアルツハイマー型認知症といわれています
が、ほかにも種類があります。
アルツハイマー型認知症の特徴は、物忘れというよ
り、新しいことを覚えられなくなる記銘力障害です。
現在の年齢や今日の日付があやふやになります。
人格は比較的保たれるので礼儀正しく、答えに窮す
ると取り繕いが上手です。
レビー小体型認知症は日によって症状に波があり、
色鮮やかな幻覚や体の動かしにくさが目立ちます。
前頭側頭葉変性症のうち、前頭側頭型認知症は、昔ピック病といわれ、数は少ないのですがやや若
い年齢で発病し、興奮や暴力といった目立つ症状があるので、認知症は周囲を困らせる恐ろしい病
気だという誤解を与えてしまいました。感覚性失語といって、人の言っていることの意味が分から
なくなることもしばしばあります。怒りっぽくなり、暴言ばかりでなく暴力にでる、社会規範が失
われ、万引きのような反社会的行動もみられます。
また高齢者でこのような症状が現れたときは嗜銀顆粒性認知症といって、怒りっぽいアルツハ
イマー型認知症などと思わず、区別す
る必要があります。
血管性認知症は脳出血や脳梗塞で起こ
るので、認知機能のしっかりしている
ところとそうでないところがあって、
まだらな印象を受けます。
脳出血や脳梗塞をしたことがあり、片
麻痺など、脳卒中の後遺症を伴うこと
が特徴です。
執筆 鈴木ゆめ
横浜市立大学附属市民総合医療ｾﾝﾀｰ
一般内科教授・部長
ー次 回ー
『唯一予防できる血管性認知症！』
1
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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。

※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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死別だけではない「あいまいな喪失体験」とは？
～コロナ渦の心のモヤモヤに耳を傾けてみませんか？～
新型コロナウイルスにより生活が大きく変化してから、はや一年が経とうとしています。ウィズコロナの新
しい生活様式が提唱されて、一部以前の生活が戻ってきているように感じることもありますが、失われたも
のも多いように思います。「家族や友達に会えない」「仕事がなくなった」「帰省やお墓参りができない」
「楽しみにしていたイベントが中止になった」などなど…
今まで当たり前だったことが制限され、人とのかかわり方が変わり、ご自分の役割が失われたと感じられた
方も多いのではないでしょうか。
あなたがコロナ渦で失ったものは何ですか？どんな心の変化があったでしょうか？
この講座が、「あいまいな喪失体験」とその対応について知り、ご自身の心の声に耳を傾けていただく機会
となれば幸いです。
日 時 ：令和3年1月30日(土) 13時30分～15時30分
場 所 ：日限山地域ケアプラザ１階 多目的ホール1
（下永谷駅から徒歩約10分 [日限山]バス停から1分）
講 師 ：HRIカウンセリングオフィス 水澤 都加佐 先生
対 象 ：テーマにご興味のある方 どなたでも
定 員 ：20名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。
参加費：無料
申込み：令和2年12月11日より電話またはFAXにて受付けます。
日限山地域ケアプラザ
電話０４５-８２７-１８７０ Fax０４５-８２７-１８７２

見守り協力事業者様

【新型コロナウイルス感染拡大防止のために】
ソーシャルディスタンスを取ること、換気、消
毒を徹底し、感染防止に努めた上で実施します。
そのため、ご参加の皆様にも、マスクの着用や
検温、手洗い、消毒のご協力をお願いします。
また、地域の状況により、緊急事態宣言が再度
発令された場合などには中止の場合もあります
のでご了承の上お申し込みください。

ご紹介

平成３０年、見守り協力事業の創設以来ご協力いただいておりました、西木ショッピ
ングセンター内の「望月クリーニング店様」が３５年間続いたお店を、１１月３０日
を以って閉めることになりました。お疲れさまでした。
望月様からは、今後も引き続き地域貢献のご意向をいただいており、ご家庭ででき
る「染み抜きや、アイロンがけのノウハウ」を教えていただけるとの、お申し出をい
ただいており、講座等を企画してまいります。楽しみにお待ちください。
「貸館団体ご紹介」シリーズ（16）

奥山太極拳クラブ
初心者でもできる！ かんたん太極拳
私たちの太極拳は健康増進とメンバーの親睦を目的としてい
るもので、競技大会などに参加することはなく、和気あいあ
いとやっています。
太極拳はゆっくりとした動作や体重移動なので、足腰の筋力
を鍛えるのに優れ、バランス感覚を養い、転倒防止につなが
ります。
先日もNHKの番組で高齢者の転倒防止や、病気予防に太極拳
は大変効果があると米国ハーバード大学の研究報告が紹介さ
れていました。
日限山地域ケアプラザでの活動は２０２０年１１月から開始
したばかりです。今までは毎週活動してきましたが、
コロナ禍もあり当面は月２回、金曜日開催を予定しています。
興味のある方は是非、参加ください。特に初心者歓迎です。

【見守り協力事業者
ステッカー】

○見

学 ：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。
電話 ０４５ (８２７) １８７０
○活動日：月２回 金曜日 9:30～11:30

「奥山太極拳」活動風景

「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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1月・2月

日

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

火

水

木

1
月

12月29日～31日

年末 休館日

３
年始 休館日

10

４

５

貸館抽選会
11時～

11

12

18

オトナの学習ルーム
ぐんぐんひろば
9:30～11:45
10:00～11:30
ぴよぴよスペース
13:30～16:00
宿題ルーム
ひぎりにちようあそVIVA！ 15:00～16:30
15:00～16:30

24
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

25

１ 11時～
オトナの学習ルーム 2
9:30～11:45
月 宿題ルーム
15:00～16:30
７
ぴよぴよスペース
13:30～16:00

14
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

21

19
にこにこひろば
10:00～11:30

26

貸館抽選会

8

27

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

22

３

16
にこにこひろば
10:00～11:30

23

15

ＰＣスマホ相談
14:00～16:00
宿題ルーム
15:00～16:30

10

22

17

24

オトナの学習ルーム
9:30～11:45
ぴよぴよスペース
13:30～16:00
宿題ルーム
ひぎりにちようあそVIVA！ 15:00～16:30
15:00～16:30

29

28

●横浜市日限山地域ケアプラザ●

30

わたしの人生計画① 子育てひろば
13:30～15:00
10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30

５

６

わたしの人生計画② 子育てひろば
13:30～15:00
10:00～11:30
ふらり～カフェ
宿題ルーム
12:00～13:30
15:00～16:30

12

ＰＣスマホ相談
14:00～16:00

13

子育てひろば
10:00～11：30

19

20

わたしの人生計画③ 子育てひろば
13:30～15:00
10:00～11：30
認知症家族のつどい
宿題ルーム
13:30～15:00
15:00～16:30

25

26

27

子育てひろば
10:00～11：30

休館日

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

18

10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30

23

子育てひろば
10:00～11:30

11

赤ちゃん教室

16

子育てひろば
10:00～11:30
認知症家族のつどい
13:30～15:00

４

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

宿題ルーム
15:00～16:30

９

子育てひろば
10:00～11:30
ふらり～カフェ
12:00～13:30

28

宿題ルーム
15:00～16:30

9

８

赤ちゃん教室

休館日
２

1月1日～3日

21

10:00～11:30
宿題ルーム
15:00～16:30

２
年始 休館日

14

20

宿題ルーム
15:00～16:30

31

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

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

土

１

７

宿題ルーム
15:00～16:30

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

17

６

金

宿題ルーム
15:00～16:30

パン販売
毎月第1金曜、第２・３水曜の12時～です。

休館日：毎月第4水曜日 （1/27、2/24）、
年末年始（12/29～1/3）

※年末年始以外の休館日は受付業務を行っております。
日限地蔵前交差点すぐ：市営地下鉄「下永谷」から徒歩9分。 ※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は公共
バス停「日限山」からすぐ。
交通機関をご利用ください。

