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ひぎりやまに
移動販売車がやってくる！

西洗自治会
【共催】ひぎり地区社会福祉協議会
健康と福祉

まちづくり

知識の共有

港南区では買い物支援等を目的とした移動販売を促進しています。この度、西洗自治会・ひぎり地区
社会福祉協議会の共催で、ダイエー（港南台店）による「移動販売」を実施いたします。

◎販売日

：３月の日曜日

3/6・13・20・27

◎停車場所 ：西洗公園
◎停車時間 ：14：00～14：30
※混雑状況等により時間が前後する場合や、悪天候に伴い、中止する場合があります。

◎取扱い商品・お支払い方法
・野菜、果物、お魚、お肉、お米、牛乳、豆腐、パン、加工食品、日用品など
・商品は、ダイエーの当日店頭販売価格（売り出し価格も含む）にて販売します。
なお、移動販売手数料として５品目までは１品につき11円（税込）加算されます。
６品以降については、手数料はかかりません。
・お支払い方法は、現金、クレジットカードなどが使えます。
【日下地区・立野第一公園】移動販売の様子

食料品や日用品を、おうちの近くまでお届け

「ひまわりホルダー」をお持ちの3月、4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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エンディングノート と 任意後見制度 ・ 遺言書
１．意志が伝えられなくなった時・万が一の時のために「エンディングノート」

ご自身の「財産、介護、医療、お墓、相続、友人」のことなど、ご家族や近親者に伝えてありますか？
エンディングノートは預貯金や不動産などの財産、クレジットカード、生命保険、必要な連絡先、介護の希
望、延命治療、どこで最後を迎えたいのか、葬儀やお墓の希望などを万が一に備え、自分の人生の記録や伝
えたい想いと共に書き記すノートです。エンディングノートに法的効力はありませんが、書くことで自分の
意志が明確になり、これからの人生に必要なことが見えてきます。港南区版エンディングノート～想いを結
う～は区内のケアプラザ、区役所で配布しています。

２．将来に備える「任意後見制度」
高齢・病気などで判断能力が不十分になった時に備え、自分に代わり財産管理や医療・介護サービス・施設入
所等の契約を行ってもらえるよう、あらかじめ自ら選んだ人（任意後見受任者）と契約し依頼しておく制度で
す。任意後見契約は、公正証書により契約し法的効力があります。契約内容は本人の希望で設定できます。

３．円満な相続のために「遺言書」

遺言は、相続をめぐる紛争を防止し親族が円満に暮らすために有用な手段
です。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言
は本人のみで作成ができ手軽な反面、相続人に発見されなかったり改ざ
んの恐れがありましたが、令和2年7月に自筆証書遺言書保管制度が創設
され法務局に保管できるようになりました。公正証書遺言は公証人の関与
のもと作成し、公証役場に保管されます。

健康と福祉 平和と公正 知識の共有

私の自慢のペット

フォトギャラリー
１～２月に募集したペットの写真をケアプラザ正面の壁面に展示します。
かわいいペット達の写真をぜひご覧ください。

[展示期間]
令和４年３月１日(火)～ ３月３１日(木)
見守り協力事業者

ご紹介

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。
今回はファッション(婦人服、紳士服）アプリーレ・
ラ・ポルタさんのご紹介です。
◎お問合せ：生活支援コーディネーター 立石

ファッション

アプリーレ・ラ・ポルタ

いちょう坂商店街、頂上付近、ダイドービル横に位置する
アプリーレ・ラ・ポルタさん。横浜らしいオシャレで気品の
あるお店との多くの口コミがあるアパレルショップです。
店主の横澤さんは「地元で都会のファッションが手に入る！
銀座までいかなくても、ここに用意してありますよ～♪」
とのお話。また店内では「アーティフィシャルフラワ―教室」
が開催されています。生花をリアルに再現し、生花にはない
美しさを表現。コサージュ、インテリア、結婚式、仏花などに
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。

使用されています。30代～80代の生徒さんが学
んでいるとのことです。 ５名ほどの集まりがあ
れば出前講座も開催しています。店内にお邪魔
していると、入れ替わり立ち代わりお客さまが
入っていらっしゃいます。「元気だった？お久
しぶり」と声を掛け
合う姿、今後とも
見守り事業の取り
組みを、お願い
いたします。
3

「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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職員交代のご挨拶
琴寄 理雄 (ことより みちお)
福祉の世界に入り早
30年、定年を迎えて
しまいました。たくさ
んの方から労いと祝福
の言葉をいただきき、
身に余る想いです。
あるご先輩から「思った事は直ぐ
やりなさい」「後悔しないため
に」とお言葉を頂きました。人生
は限られていると諭されたと感じ
ました。これからも色々な事へ
チャレンジしながら第二の人生を
楽しんで行きたいと思います。
ありがとうございました。

木下先生の

包括支援センター
主任ケアマネジャー
すずき

鈴木

居宅介護支援事業所
ケマネジャー
すずき かおる

としお

俊雄

鈴木

2月から包括支援センター主任ケアマ
ネジャーを担当いたします。今までの
居宅介護支援の管理者として仕事をし
てまいりましたが、これからは今まで
の経験を活かして地域の皆さまの相談
対応を行い、安心して暮らせる地域づ
くりに努力いたしますので、よろしく
お願いいたします。

[ 全6回]

毎日！おうちヨガ
いととお

第2回「糸通しのポーズ」で肩こり改善

馨

2月1日より、居宅介護支援事業所
の管理者として着任いたしました。
金沢区で十数年、ケアマネジャー
として勤務した経験を活かしなが
ら地域の皆さんに頼りにされるよ
うな存在になりたいと思っており
ます。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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。

期待効果：肩こり、
デトックス（体内の老廃物除去）

〈 ②のポーズ 〉

〈 ③のポーズ 〉

①四つん這いになり、腰が反らないように
腹部を背中の方に引き上げる。
②右手を左手と左足の間に通して伸ばす。
③右肩と右こめかみをマットにつける。痛み
がなければ左手をまっすぐ頭の上に伸ばす。
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。

【 シリーズ施設団体紹介-23 】

アロハ フラ ナネア
アロハ ♪ 私たちと一緒に、
フラダンスを踊りませんか？

○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： 毎週木曜日１６：００～１７：００
○会 場：日限山ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、日限山ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
○会 費： ３，０００円/月
※体験に参加される場合は、動きやすい服装、
飲み物をご用意ください。

アロハフラナネアでは毎週木曜日に、日限山地域ケアプラザや
日限山コミュニティハウスでフラダンスの練習を行っています。
先生が基礎から丁寧に教えてくださるので、初めての方も安心
して参加いただけます。年に数回、港南区や湘南などで開催さ
れるイベントに参加してフラダンスを披露しています。
参加者は小学生中心ですが、幼稚園児のお子さまや大人の方の
参加も大歓迎です！
素敵なハワイアンソングに合わせて、私たちと一緒に踊りま
しょう！皆さまの参加をお待ちしています ♪
「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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3月・4月

日

日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

火

水

3 1
月
6

7

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

ぴよぴよスペース

2

8

木

3

金

4

歌ってキラキラ

13:00～16:00

子育てひろば

10:30～12:00

10:00～11:30

宿題ルーム

宿題ルーム

ふらり～カフェ

15:00～16:30

15:00～16:30

12:00～13:30

10
ぐんぐんひろば

9:00～9:30

ぐんぐんひろば

10:00～11:30

宿題ルーム

10:00～11:30

ＰＣスマホ相談

宿題ルーム

14:00～16:00

15:00～16:30

土

5

あい碁で将！

9

あさトレ９③
15:00～16:30

13:30～16:00

「ひだまり」

11

12

子育てひろば
10:00～11:30

宿題ルーム
15:00～16:30

13

14

オトナの学習ルーム

あさトレ９④

9:30～11:45

9:00～9:30

15

16

にこにこひろば

17

赤ちゃん教室
10:00～11:30

宿題ルーム

「あそび・隊！と
あそぼう！」

あい碁で将！

15:00～16:30

10:00～11:30

宿題ルーム

13:00～16:00

宿題ルーム
15:00～16:30

18

19

子育てひろば

ぐんぐんひろば

10:00～11:30

10:00～11:30

認知症家族のつどい
13:30～15:00

15:00～16:30

20

21

オトナの学習ルーム

あさトレ９⑤

9:30～11:45

9:30～9:45

ぴよぴよスペース

22

23

休館日

24

25

26

子育てひろば
宿題ルーム

10:00～11:30

15:00～16:30

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

27

28

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

29

30

Go!Go!お花見
ウオーキング

31

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

10:00～12:00

1

４ 子育てひろば
10:00～11:30
月 ふらり～カフェ

2

12:00～13:30

宿題ルーム

15:00～16:30

3

4

5

6

オトナの学習ルーム
あい碁で将！

9:30～11:45

13:00～16:00

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

10

11

12

13

オトナの学習ルーム

ぐんぐんひろば

9:30～11:45

宿題ルーム
15:00～16:30

17

18

オトナの学習ルーム

ぐんぐんひろば

10:00～11:30
9:30～11:45
ひぎりにちようあそVIVA！ 宿題ルーム
15:00～16:30
15:00～16:30

19
10:00～11:30

8
子育てひろば

10:00～11:00

10:00～11:30

宿題ルーム

14

15

16

子育てひろば
ＰＣスマホ相談

10:00～11:30

14:00～16:00

宿題ルーム

認知症家族のつどい

宿題ルーム
15:00～16:30

15:00～16:30

21

赤ちゃん教室

13:30～15:00v

22

23

子育てひろば

10:00～11:30

あい碁で将！

9

15:00～16:30

10:00～11:30

20

にこにこひろば

7
歌ってキラキラ

10:00～11:30

13:00～16:00

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

24

25

26

オトナの学習ルーム

27

28

29

30

休館日

9:30～11:45

宿題ルーム
15:00～16:30

「そよかぜ南の家」（パン販売 ）

横浜市日限山地域ケアプラザ

宿題ルーム
15:00～16:30

毎月 第1金曜 第2・3水曜 11時30分頃～
休館日：毎月第4水曜日 （３/23、4/27）年末年始（12/29～1/3）

〒233-0015 横浜市港南区日限山1-66-55
※年末年始以外の休館日は受付業務は行っております。
電話 045(827)1870 FAX 045(827)1872
※駐車スペースが限られているため、ご来館の際は 公共交通機関を
市営地下鉄「下永谷」から徒歩9分。
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。

