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・自宅で検温・マスク着用・体調が悪い方はご参加をお控えください

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、お健やかに、新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、日ごろより、横浜市二俣川地域ケアプラザの運営にご理解ご協力を賜り、
心から感謝申し上げます。
昨年もコロナ禍ではありましたが、感染症対策にご協力いただきながら
各種事業へのご参加ありがとうございました。
本年もコロナ禍に対応しながら、安心安全な事業運営ができるよう、職員共々
さらなる努力を重ね、地域の皆様の声をしっかり受け止め取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い致します。
皆様にとって、素晴らしい年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

横浜市二俣川地域ケアプラザ所長
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【講師】横浜ほうゆう病院
横浜市認知症疾患医療センター

【定員】 １５名 参加費無料
【申込】 1 月２４日（火）9:30
受付開始（先着順）

地域医療連携室長 村山 由子 氏

【日時】 2 月 6 日（月） 13：30-15：30
【場所】 二俣川地域ケアプラザ 多目的ホール
【定員】 30 名 参加費無料

集合 9:30 二俣川駅改札前

【申込】 1 月 20 日（金）9:30～受付開始（先着順）

解散 12:00 二俣川駅改札前（予定）

【持ち物】 室内履き 筆記用具

【コース】二俣川駅～宮沢遺跡～重忠公遺烈碑～
無縁塚～鎌倉・大山道追分～大池公園
協力：ボランティアガイド 斎藤国勝氏
しっかり歩きますので、体調
管理の上、歩きやすい服装で
お飲み物をご持参ください。

地域活動交流・生活支援体制整備事業からのお知らせ

今年も地域での活動を広げましょう！

様々なボランティア講座から
活動者の裾野が広がりました。

ケアプラザの各種活動に参加、
多世代での交流も生まれ、
楽しい活動ができました。

奇数月の第３木 13:30-15:00
参加費 100 円（事前申込不要）

淹れ方講座の実施等、学んだ
事を地域に広める活動が
できました。

ボランティア企画の実施等、
活躍の場が広がりました。

各種ボランティア講座を通じて、多くのボランティアが既存の活動につながり、さらにその
中で楽しい交流が生まれています。今年は、「あったらいいな」活動も、すすめていきます。
どなたでもいつでも参加できる活動なので、興味のある方、いつでもお声がけください。

1 月ケアプラザカレンダーとイベント案内
健康ゲームカフェ
第２水曜 13:00-14:30
参加費：100 円
持ち物：室内履き
事前申込なし
協力：ゲームカフェボラ
カフェボラふたまたがわ
今月の健康ゲームは、

「お正月！ペットボト
ルボーリング」
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カフェボラふたまたがわ
今月の企画は

今年度も、引き続きご協力をお願いいたします

「昔 楽しんだ外遊び」

マスク着用

入館時検温

手指消毒

貸室後の消毒

室内履きの持参

貸室の換気

居宅介護支援（ケアマネジャー）からのお知らせ
～今年も健康に過ごせるように～
毎年 11 月から 12 月は転倒（骨折）する方が増えてくる時期ですが、残念ながら
昨年もその傾向は続いてしまいました。
寒さで身体が縮こまり、靴下やズボン下など衣類の着ぶくれ等によって、動きが
緩慢になることが要因だと考えられます。さらにコロナ禍による運動不足も要因の
一つに挙げられます。
当たり前のことではありますが、健康維持には「よく食べて、よく運動して、よく
睡眠をとる」ことに尽きると思います。
今年一年、健康に過ごしていただけるよう、微力ながらお手伝いさせて頂きます。
【担当：我妻（管理者）、吉塚、土屋、長谷川】

地域包括支援センターからのお知らせ
予告
福祉や介護について「かしこく、やさしく、たのしく」学びの場
デイサービスってどんなところ？何をやってくれるの？イメージがあると思いますが、今はいろいろな
タイプのデイサービスがあります。サービス事業所さんに来ていただきお話を伺います。
【日時】 3 月 10 日（金） 10：00～11：30
【場所】 二俣川地域ケアプラザ 多目的ホール
【定員】 30 名 参加費無料 【対象】どなたでも
【申込】 2 月 13 日（月） 9：30～受付開始 （先着順）
【持ち物】 室内履き 筆記用具

ふたまたがわ GOGO 健康ステーション「体力測定会」
身体を再確認するために、体力測定しませんか。介護予防の取り組みの参考にしましょう。
【予定項目】CS-３０（30 秒椅子立ち上がりテスト）、体組成計、握力、開眼片足立ち、長座体前屈
【日時】 2 月 14 日（火）10：00～11：30
【場所】 二俣川地域ケアプラザ 多目的ホール
【定員】 30 名【対象】概ね 65 歳以上、またはその支援活動に関わる方 参加費無料
【申込】 1 月 26 日（木）9：30～受付開始 （先着順）
【持ち物】室内履き、動きやすい服装でご参加下さい。
※体組成計は裸足で測定します。また、ペースメーカー使用の方は測定できません。

二俣川支部友愛共催 シニアのためのリフレッシュ健康講座
【日時】 2 月 2２日（水）10：00～11：30
介護予防の基礎知識や身体の動きを保つ為の運動、
【場所】 二俣川地域ケアプラザ 多目的ホール
ストレッチ、脳トレを楽しく行う講座です。
【定員】 10 名 【対象】 65 歳以上 参加費無料
※老人会の方が 30 名参加予定です。

【申込】 2 月 2 日（木）9：30～受付開始（先着順）
【持ち物】 室内履き、タオル、水分補給の飲み物

ビーアウェイクの久野先生を招き、二俣川地区老人会
の皆さんと一緒に介護予防を学びます。

ケアプラザ協力医による無料医療相談会
健康の不安について、物忘れや身体の悩みについて、ご自身の事・ご家族の事でも相談できます。
ケアプラザ協力医 松井内科医院院長 熊井優人先生による相談対応です。注：診察やお薬の処方はできません。
【開催日】 1 月 21 日（土）、2 月 4 日（土）、3 月 4 日（土）
【時間】 ①14：00～ ②14：30～
【事前予約制】 お一人３０分程度で２組の相談を受け付けます。
【場所】 二俣川地域ケアプラザ

介護相談予約受付中
介護など生活の困りごとに関する相談を、常時受付けています。訪問対応や介護保険の代行申請も行って
います。感染防止の観点から予約制を取っておりますので、まずは電話でご相談下さい。
※状況に応じて予定の変更があるかもしれません。

【相談専用番号】045-361-1780】
ケアプラザ通信の講座や、交流活動へのお申し込みは

☎ 045-361-1776

