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参加
無料
いつまでも元気で自分らしく暮らしたい！元気でまだまだ新たなことにチャレンジしたい！
そんなあなたを応援します！！
身近な場所で身近な仲間と一緒にカラダづくりしてみませんか。

6/20 (月)10：00～11：30

スマイルきらり✨

6/27 (月)10：00～11：30

カラダをつくる栄養講座

7/4 (月)10：00～11：30

お口の健康

歯科衛生士 中西 光子 氏

管理栄養士 青木 博 氏

歩き続けられるｶﾗﾀﾞづくりﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

バリスティックトレーナーズ 中村 幸貴 氏

場 所

日限山地域ケアプラザ 1階 多目的ホール

対 象

3回とも参加できる 概ね50代の方から 先着20名

持ち物

動きやすい服装・飲み物・筆記用具
健康寿命の延伸・

介護予防の知識と実践・

仲間と行う活動

日限 山地域ｹｱﾌﾟﾗ ｻﾞはS DGsに取り組んでいます ！

5月2日より、下記の電話及びケアプラザ窓口にて受付開始

日限山地域ケアプラザ ☎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！
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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西洗自治会
ひぎりやま移動販売車 4月から毎週 日曜日に実施します。 【共催】ひぎり地区社会福祉協議会

西洗自治会・ひぎり地区社会福祉会の共催で、ダイエー（港南台店）に

健康と福祉

まちづくり

知識の共有

よる移動販売を3月の毎日曜日に試行しましたが好評につき引き続き、
4月より毎週 日曜日に実施いたします。ぜひご利用ください。

◎令和４年４月から毎週 日曜日14:00～14:45、西洗公園にて
※混雑等で時間が前後する場合や悪天候等で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、
日用品等（移動販売手数料として５品目までは１品につき税込11円
加算されます。６品以降は、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。
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「パルやまいち」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

街のでんきやさんパルやまいち
港南プラザ前交差点近くにある「パルやまいち」さん
は、創業47年を迎える街のでんきやさん、「お客様の
笑顔が見たいをモットーに頑張っております」。開業
当初、近隣には和菓子・文房具・金物屋さん、お医者
さん等がありましたが、今はずいぶん少なくなりまし
た。と店主の奥様の雨宮さん。あれっ？？やまいちさ
んではないのですか？お店を開こうとした時、苗字だ
と、”あまみや“”あめみや“とも読めるので…読み

シニア世代向け

【西洗公園】3月6日(日)の様子
～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。

やすい名前を考えてました。同時期に友人が、でんき店
“やまいち”を開業。呼びやすいので同じ名前にしまし
た。パルは英語でお友達の意味。取材時、店内は、満開
の桜のディスプレイでした。進化する家電製品の研修か
らお店のディスプレイの研修などにも行かれているそう
です。店内から外を見る目は見守り
の目。お散歩中に行先が分からなく
なった方に声をかけたりしていただ
いています。今後とも見守り事業を
よろしくお願いいたします。
【令和4年度】
日限山地域ケアプラザ生活支援整備事業

スマートフォン講座開催（ご案内）

日常生活でスマートフォンがあると便利ですが、①これからスマートフォンを利用したい方、②LINEを使える
ようになりたい方、向けに体験講座を開催します（スマホをお持ちでない方には無料で貸出しいたします）。
②スマホ基本とLINE【iPhone 】講座 6月16日(木)
③スマホ基本とLINE【android】講座 6月30日(木)
●より上手にLINEが使えるようになります。
●申込み：6/7までに電話、ケアプラザ窓口、または
下記メールアドレスに「講座名、名前、年齢、
電話番号、住所」をご連絡ください。定員を超えた
場合は抽選で結果を6/10までにご連絡いたします。
各講座とも共通：●時間：13:30~15:30 ●場所：日限山地域ケアプラザ 多目的ホール１階
●定員：20名、 ●持ち物：筆記用具、水分補給の飲み物、 ●講師：ｽﾏﾎｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社)

①スマートフォン講座 5月19日(木)
●スマホの基本を、わかりやすく学べます。
●申込み：5/10までに電話、ケアプラザ窓口、または
下記メールアドレスに「講座名、名前、年齢、
電話番号、住所」をご連絡ください。定員を超えた
場合は抽選で結果を5/13までにご連絡いたします。

●電話番号：045(827)1870

●メールアドレス：higiriyama-seikatsu@shafuku-doujinkai.or.jp

ケアプラtheフェスティバルin日限山の中止について（お知らせ）
例年６月に、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
治会共催のもと、 “復興支援バザーや、登録団体によるステージ、体験ブース”などを実施していました
「ケアプラtheフェスティバルin日限山」は、コロナ感染防止対策のため、今年度も中止にいたします。
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。

5

2022/5/1 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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職員退職ご挨拶
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私の自慢のペットフォトギャラリー（3/1～3/31）
23件の応募をいただき、ケアプラザの外の壁面を可愛らし
く飾ってくれました。笑っていたり、寝転がっていたり、
落葉の上を歩いていたりと表情豊かな可愛いペットの写真
は、多くのギャラリーの方から好評でした。
ありがとうございました。

おかげさまで３月末に定年を
迎えました。地域の皆さま、
関係機関の方々には沢山のご
指導ご鞭撻を頂き心から感謝
を申し上げます。
ありがとうございました。
在職中は地域包括支援センターの相談業務
に携わり、学びと自問自答の毎日でした。
４月からは芙蓉苑の要支援の方のケアマネ
ジャーに従事しております。初心と誠実さ
を心に今後も邁進したいと思います。これ
からもどうぞ宜しくお願いいたします。
社会福祉士 土屋 多麻美

木下先生の

[ 全6回]

毎日！おうちヨガ
第3回「三角のポーズ」で腰痛緩和

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：腰痛の緩和、便秘解消

〈 ①のポーズ 〉

〈 ②のポーズ 〉

①両足を大きく開いて立ち、左足の先は左へ、
右足先は正面に向けて、腕は肩の高さで左右
へ伸ばす。
②腰を左へ傾けながら状態を倒す。
左手は持てる部分を持ち、右手を天井に
気持ちよく伸ばして５呼吸キープしてから、
上半身をゆっくり戻します。
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-24 】

ルンルン体操
身近な仲間と健康づくり はじめてみませんか ?!
ルンルン体操は、運動機能の維持・向上を目指したプログラムで、
イスに座った体操を中心に活動しています。

○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： 第２・４金曜日
○時 間 ：１部 １２：４５～１４：００
２部 １４：１０～１５：２５
３部 １５：３５～１６：５０
○会 費： １，５００円/月
※体験に参加される場合は、動きやすい服装、
上履きシューズ、タオル、飲み物をご用意ください。

グループでプロの運動講師を招き、全身のストレッチ、ボールや
セラバンド（ゴムバンド）を使っての筋力トレーニングを
メンバーみんなで楽しく元気に行っています !!
活動は毎月の第２・４金曜日、時間は12：45～16：50の３部
構成で、各部75分間です。
参加者より「５年前に参加した時には心身ともに不調でしたが、
今は気分も心身もルンルン」との声もありました。
一度体験してみませんか？ ご連絡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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5月・6月

日
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日限山地域ケアプラザ イベントカレンダー

月

5 1
2
オトナの学習ルーム
宿題ルーム
月 9:30～11:45
15:00～16:30
9

「ひだまり」

火

水

3

4

木

5

あい碁で将！
13:00～16:00

宿題ルーム
15:00～16:30

10

11

12

オトナの学習ルーム

ぐんぐんひろば

9:30～11:45

10:00～11:30

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

歌ってキラキラ
10:00～11:00

ＰＣスマホ相談
14:00～16:00

宿題ルーム
15:00～16:30

15
オトナの学習ルーム

16
ぐんぐんひろば

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

22

23

17

18

にこにこひろば
「ゆるまるヨガ」

10:00～11:30

19

赤ちゃん教室
10:00～11:30

スマホ講座①

金

6

子育てひろば

13
10:00～11:30

ふらり～カフェ
12:00～13:30
男性グループウォーキング

20
10:00～11:30

認知症家族のつどい

宿題ルーム

13:30～15:00

25

15:00～16:30

26

27

オトナの学習ルーム

子育てひろば

9:30～11:45

10:00～11:30

休館日

宿題ルーム
15:00～16:30

29

30

31

1

2

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

5

6

7

8

オトナの学習ルーム

19

10:00～11:30

15:00～16:30

宿題ルーム

14

15
10:00～11:30

あい碁で将！
13:00～16:00

宿題ルーム

20
ぐんぐんひろば

15:00～16:30

21

22

11

15:00～16:30

16

赤ちゃん教室

15:00～16:30

10
子育てひろば

15:00～16:30

宿題ルーム

オトナの学習ルーム

9
14:00～16:00

9:30～11:45

ふらり～カフェ
12:00～13:30

ＰＣスマホ相談

10:00～11:30

13

4

10:00～11:30

ぐんぐんひろば
宿題ルーム

オトナの学習ルーム

3
子育てひろば

15:00～16:30

宿題ルーム

9:30～11:45

12

15:00～16:30

6
10:00～11:00
あい碁で将！
月 13:00～16:00 宿題ルーム

宿題ルーム

28

宿題ルーム

歌ってキラキラ

オトナの学習ルーム
9:30～11:45

21

子育てひろば

13:00～16:00

24

14

子育てひろば

13:30～15:30

宿題ルーム

7

10:00～11:30

あい碁で将！

15:00～16:30

土

スマホ講座②
（iPhone）
13:30～15:30

宿題ルーム

17

子育てひろば

18

10:00～11:30

認知症家族のつどい
13:30～15:00v

15:00～16:30

23

24

25

子育てひろば

にこにこひろば

10:00～11:30
「♪音楽隊♪の演奏会」
9:30～11:45
ひぎりにちようあそVIVA！ スマイルチャレンジ① 10:00～11:30
10:00～11:30
15:00～16:30

休館日

10:00～11:30

宿題ルーム
15:00～16:30

宿題ルーム
15:00～16:30

26
オトナの学習ルーム
9:30～11:45

27

28

29

30

スマイルチャレンジ②
10:00～11:30

スマホ講座③
（android）

宿題ルーム

宿題ルーム

15:00～16:30

15:00～16:30

13:30～15:30

宿題ルーム
15:00～16:30

「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～
（5月は第２金曜）

横浜市日限山地域ケアプラザ

休館日：毎月第4水曜日 （5/25、6/22）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。

