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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。
昨年末には、やっとコロナが終息したと思ったら変異株が発生し、今年がどうなるか心配です。
今年は、フェスティバル等の楽しいイベントを、工夫しながら実施できたらと思っています。
今年も、地域の皆様の健やかで楽しい生活に少しでも役立てるよう、職員一同頑張りますので、よろしく
お願いします。
令和四年 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」

みんなのクリスマスワールドのご報告
皆さんから応募いただいたぬり絵を展示するぬり絵イベントを
１２月１０日（金）～２７日（月）に開催いたしました。
応募していたイベント名は、日限山小学校４年生檜垣帆香さんの
「みんなのクリスマスワールド」 に決定し、表彰式も行いました。
お楽しみ企画の「黒サンタをさがして！！」は、初日から３０人以上の
小学生が参加し、大いに賑わいました！
もう一つのお楽しみ企画「かんたん たのしい クリスマスレシピ」も
たくさんの方にお持ち帰りいただきました！
たくさんのご応募、ご来場ありがとうございました☆

「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、ご連絡ください）
日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０
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お花見ウォーキング
３/２８（月） １０時～１２時
北鎌倉駅正面口改札 集合 ～ 銭洗弁天 ～ 鎌倉駅 解散 （約５Km ）
春の鎌倉を、ゆっくり楽しく一緒にウォーキングしませんか？皆さまのご参加をお待ちしています!!

日限山地域ケアプラザ ０４５（８２７）１８７０
健康寿命の延伸・ 仲
・ 間と行う活動

見守り協力事業者

ご紹介
文具・事務用品

60件の「見守り協力事業者」にご協力いだだき、
安心・安全な街づくりを目指す、丸山台・ひぎり地区。
今回は文具のホウワヤさんのご紹介です。
◎お問合せ：生活支援コーディネーター 立石

ホウワヤ

上郷舞岡線沿いに位置する昔ながらの文房具・事務用品
のホウワヤさん。市営地下鉄舞岡・下永谷駅方面から、
ゆるい坂道の中腹に位置しています。
日限地蔵や舞岡公園方面の道を尋ねられるなどで、店
を訪問される方もあるそうです。昭和50年創業以来、
47年となる店主の鈴木さんは、これまで地域で文具店を
営むことができたことの感謝の気持ちで昨年末に休憩
コーナーを新たに設けたとの事。トイレもご利用
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。

～見守り協力事業者とは～ ふだんのく
らしの中で「あいさつ」や「声かけ」を
きっかけに、ゆるやかな見守りに協力い
ただいている事業者の皆さまのことです。

くださいとの話。散歩途中に寄ってみてはいかが
でしょうか。給水所としても協力いただけるとの
お話がありましたので、港南区のまち給水事業にも
参加くださることになりました。これからも、ひ
ぎりの街の見守りをよろしくお願いいたします。

2022/1/1 現在

「日限山地域ケアプラザ」で検索ください。
※ＱＲコードで
５ヶ月の貸館空き状況を確認することができます。「日限
検索できます
山地域ケアプラザ｜社会福祉法人 同塵会」のホームページ
≪電話での予約について≫
電話予約の場合は仮予約です。
の「貸館予約状況はこちら」を選択
ご利用当日に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。
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私の自慢のペット

フォトギャラリー

「ひだまり」

ご自慢のペットの写真をケアプラザ正面の壁面に展示します。
展示申込をお待ちしております

。

[写真募集期間] 令和４年１月８日(土)～ ２月１１日(金)
[展示期間]

令和４年３月１日(火)～ ３月３１日(木)

写真提出について
対
象：どなたでも。応募多数の場合は、お断りすることもあります。
参 加 費：無料
申 込 方 法：写真募集期間(令和４年１月8日～２月11日)に
申込書とA4サイズぐらいの写真を窓口にお持ちいただくか、
申込書の内容と写真データをメールでお送りください。
申込書は、ケアプラザにあります。
展 示 方 法：写真をラミネートして、日限山地域ケアプラザ正面壁面に
展示します。

木下先生の

毎日！おうちヨガ
そっくつ

(1) 側屈のポーズで体の側面を伸ばす
期待効果：ウエストシェイプ、
腰痛・冷え性の緩和

↑

こちらのQRコードから
チラシと申込書をご覧
いただけます。

ヨガは深い呼吸と全身を使ってポーズをとることで、歪んだ背骨や
骨盤などを支える筋肉を鍛えることができ身体の歪みや姿勢を正す
ことが期待できます。「毎日！おうちヨガ」を数分続けることで身
体の筋力アップや柔軟性を定着させる効果があります。6回シリーズ
で掲載いたします。是非、ご自宅で実施してみてください。
〈 ②のポーズ 〉

〈 ③のポーズ 〉

①両脚を開き、右膝をまげて引き寄せる。
②左手で左足の親指をつかむ。届かない人は
脚の内側におく。
③右手をあげ、息を吐きながら上半身を左に
倒していく。体の右側が気持ちよく伸びて
いるところで呼吸を繰り返し、上半身を戻
してリラックス。
〇反対側も同様に行いましょう。
木下英子先生のご紹介：YMCヨガトレーナー、日本ベビーヨガ認定トレーナー。「背骨コンディショニング」、
「ヨガ・ラジオ体操」などのインストラクターとして地区センターやパーソナルスタジオで活動されています。

いきいき体操
いつまでも 楽しく 元気で いきいきと‼
2020年当時、コロナ禍でステイホームを余儀なくされ出歩くこと
が少なくなり体が重たく、動くことが億劫になっていた時、
ケアプラザで施設が利用できることを知り、フレイル予防の体操
教室を立ち上げました。まだまだ皆で作り上げている最中の教室
ですが「いつまでも生き生きと暮らしていけるように」を目標に、
毎週月曜の「９時45分から11時30分」活動しています。

○見学・体験されたい方は、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 ： 毎週月曜日９：４５～１１：３０
○会 場 ： 日限山地域ケアプラザ
○会 費 ： 無料
※体験に参加される場合は、運動する服装、
上履き、飲み物をご用意ください。

◎まずは複式呼吸で心身をリラックス
◎転倒予防や腰痛軽減など下半身ストレッチ
◎歩行がしやすい状態に体を作るバランストレーニング
などを行いながら“頑張らない”をモットーに楽しく活動して
います。一人ではなかなか続けられなくても、楽しい仲間となら
大丈夫！ お気軽に覗きにきてください。
「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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1月・2月

日

「ひだまり」

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

火

水

木

金

土

1
月
2

3

休館日
9

4

休館日
10

11

9:30～11:45

17

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

にこにこひろば
「おみそづくり」

宿題ルーム

10:00～11:30

ぴよぴよスペース

13:30～16:00
15:00～16:30
ひぎりにちようあそVIVA！
15:00～16:30

23
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

6

子育てひろば

13:00～16:00

10:30～12:00

10:00～11:30

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

12

13
14:00～16:00

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

19

20

赤ちゃん教室
10:00～11:30

あい碁で将！

13:00～16:00
15:00～16:30

25

26

にこにこひろば
「赤ちゃんクラス」
宿題ルーム

31

9:30～11:45

宿題ルーム
15:00～16:30

10:00～11:30
12:00～13:30

21
子育てひろば

22

認知症家族のつどい
13:30～15:00

28

わたしの人生計画

子育てひろば

10:00～11:30

10:00～11:30

29

宿題ルーム
15:00～16:30

15:00～16:30

30

15

ふらり～カフェ

10:00～11:30

15:00～16:30

8

14

10:00～11:30

宿題ルーム

休館日

子育てひろば

わたしの人生計画

27

休館日

10:00～11:30

オトナの学習ルーム

ＰＣスマホ相談

10:00～11:30

宿題ルーム

24

7

歌ってキラキラ

ぐんぐんひろば

オトナの学習ルーム

16

5
あい碁で将！

1

2
月

1

2

3

あい碁で将！
13:00～16:00

歌ってキラキラ
10:３0～12:00

わたしの人生計画

宿題ルーム
15:00～16:30

10:00～11:30

宿題ルーム

4

5

子育てひろば
10:00～11:30

ふらり～カフェ
12:00～13:30

15:00～16:30

6

7

8

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

9

10

ぐんぐんひろば
10:00～11:30

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

わたしの人生計画

11

12

（建国記念日）

10:00～11:30

ＰＣスマホ相談
14:00～16:00

15:00～16:30

宿題ルーム
15:00～16:30

13

14

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

15
にこにこひろば

宿題ルーム
15:00～16:30

16

17

赤ちゃん教室

「やまびこさんの人形劇」 10:00～11:30

10:00～11:30

あい碁で将！

13:00～16:00

18

19

子育てひろば
宿題ルーム
15:00～16:30

10:00～11:30

認知症家族のつどい
13:30～15:00v

宿題ルーム
15:00～16:30

20

21

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

宿題ルーム

13:30～16:00

15:00～16:30

ひぎりにちようあそVIVA！

22

23

24

（天皇誕生日）

休館日

25

26

子育てひろば
宿題ルーム

10:00～11:30

15:00～16:30

15:00～16:30

27
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

28

「そよかぜ南の家」（パン販売 ）
毎月
第1金曜 第2・3水曜
11時30分頃～

あさトレ９①
9:00～9:30

宿題ルーム
15:00～16:30

横浜市日限山地域ケアプラザ

休館日：毎月第4水曜日 （1/26、2/23）

〒233-0015 横浜市港南区日限山1-66-55
電話 045(827)1870 FAX 045(827)1872

年末年始（12/29～1/3）
※年末年始以外の休館日は受付業務は行っております。
※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は
市営地下鉄「下永谷」から徒歩9分。
公共交通機関をご利用ください。
バス停「日限山」からすぐ。「日限地蔵前」交差点すぐ。
※各イベント等はコロナ感染予防のため、変更・中止になる場合があります。ご了承ください。

