
地域包括支援センターより

ケアプラザのご利用についてのお知らせ

【お問合せ・申込先】 ※コロナ感染症拡大などの影響で、事業が中止になる場合があります。ご了承ください。

横浜市笹野台地域ケアプラザ ０４５-３６７-２３３０

★参加費無料

当日先着

38名

笹野台ケアプラだより
5月号

第 1 2 2号 令和 5年 5月 1日発行
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発 行 責 任 者 所 長 星 野 良 介

赤ちゃんからお年寄りまで、どなたでも利用出来ます

●開館時間 （毎月第2月曜日はシステム点検のため、休館日です）

前月12日までに夜間利用申し込みがない日は、平日・土曜 9時～18時

夜間利用申し込みがあれば、9時～21時 日曜・祝日 9時～17時

●夜間利用申し込み方法が変更になりました。

夜間18～21時のご利用予約締切は、利用希望日の前月12日までとなります。締切後の夜間

予約利用決定日は、直前までご予約を受付ます。詳しくはケアプラザまでお問合せください。

●地域ケアプラザの福祉・保健に関する相談受付時間

来館相談にお越しの前に、まずは【相談専用電話 ０４５-３６７-２０７０】へお電話ください。

月～土曜の9時～18時 日曜・祝日は9時～17時 ※休館日を除く

※上記時間外（月～土曜の18時～翌9時、日曜・祝日の17時～翌9時）、年末年始と休館日（第2月曜日）
に上記の相談専用電話へご連絡いただくと、相談専用コールセンターに転送し、対応します。

§地域の集まりで出張相談会をやってほしい
（介護保険制度 福祉用具や住宅改修 施設や有料老人ホームへの住み替え

エンディングノート 成年後見制度 認知症サポーター養成講座など）

§介護保険の相談したいけど、ケアプラザまで行けない
→自宅訪問いたします。自宅で介護保険の申請手続き可能です。

元気に介護予防

【こんなこともぜひ包括支援センターへ相談してみてください！！】

健康相談（無料）

場 所：笹野台地域ケアプラザ

講 師：金子 景子 先生

松田 喜久美 先生

持ち物：運動靴・飲み物

浴用タオル・配布ボール

(お持ちの方)

5月12日(金）10:00～11:30

ロコモ予防体操

6月 9日(金）10:00～11:30

口腔講座＆ロコモ予防体操

希望が丘いずみクリニック 山田浩人院長
日 時：5/2(火)5/15(月)6/6(火)6/19(月)

各日12:30～13:30
場 所：笹野台地域ケアプラザ

日 時：6月16日（金）10:00～11:00

場 所：笹野台地域ケアプラザ

多目的ホール2

講 師：横浜旭中央総合病院

市民公開講座第21弾 共催：横浜旭中央総合病院 要予約

20名

膝変形と膝蓋骨など
の痛みについて

★参加費無料

要予約

2名

病院の専門職による講座を開催します！



地域子育て支援拠点ひなたぼっこ共催

パン
お菓子
販売

毎週 火曜日
9：30～11：30

※活動時間等、最新情報は区役所のホームページをご覧
ください。お問合せは、笹野台地域ケアプラザまで。

日 時：5月 26日（金）17：00～
会 場：笹野台会館 参加費：200円 おかわり100円

＊手指消毒、来館者用紙記入のご協力をお願いいたします。

＊食事中以外はマスク着用をお願いします。

＊感染予防のため、スリッパの貸出しはございません。

＊アレルギーのあるお子様は保護者の管理でお願いします。

●お問合せは、ひなたぼっこ 045-442-3886

予約・お問合せは
ひなたぼっこ まで

予約制 定員10組

笹野台二丁目公園

定員12組

《お問い合わせ》
グループホーム みんなの家・横浜金が谷

☎045-958-2880
gh_kanegaya@kaigo.alsok.co.jp

みんなの家横浜金が谷

～Zoomで繋がる認知症カフェ～

～共催・後方支援事業～

申込
不要

《お問い合わせ》
笹野台会館内 月･水･金10時～12時 ☎045-361-9865

主催：笹野台地区社会福祉協議会

協賛：笹野台地区連合自治会

協力：笹野台地域ケアプラザ

5月 17日(水) 13：00～15：00
場 所：笹野台地域ケアプラザ

対 象：地域の方 持ち物：上履き ※かかとのあるもの

共催：笹野台地区社会福祉協議会

～生活支援コーディネーターより～

参加費：100円

～どなたでもお気軽にお越しください❕～

毎月 第１木曜日
11：30～12：30

5月はお休み / 6月1日

「オンライン

うたごえ 」
演奏：『音楽る』
笹野台地域ケアプラザ
にてご参加いただけます

～所長より～

「歌声広場」

笹野台地域ケアプラザも開所から11年
を迎え、多くの方々にご利用を頂いて
いること、感謝申し上げます。
そんな中、開所当時よりご利用いただ
いておりますサークル｢男のエプロン｣
さんが、めでたく100回目を迎えました。
長期にわたりご利用頂き、本当に嬉しく
感じます。
これからも多くの方々に安全かつ、利
用しやすいケアプラザを目指して、運
営してまいります。どうか今後ともよ
ろしくお願いいたします。

笹野台地区社会福祉協議会が移動販売を
スタートして２年が経ちました。会場で
は｢久しぶりだね、元気だった？｣｢一緒
に帰ろう｣など、お喋りを楽しむ姿や、

お互いを気遣う声が聞こえてきます。買
い物だけではなく、見守り・つどいの場
ラジオ体操・気軽に相談窓口など様々広
がりがみられます。
まだ会場に来られ
たことが無い方も、
是非お越しください!

金が谷自治会館
木曜日15：20～15：40

笹野台第二公園
ラジオ体操も行ってます
金曜日14：40～15：40

東電管理地
木曜日14：50～15：10

出演：齋藤 博
松本 敏子

アコーディオン＆ハーモニカによる

5月 9日(火)
14：00～

15：00
次回は6/13(火)です

5月 18日（木） 毎月 第３ 木曜日

10：00～11：30 次回は6/15です

5月 12日（金） 毎月 第２ 金曜日

10：00～11：30 次回は6/9です



【活動カレンダー】 自 主 事 業 ： 対象者 青…高齢者 桃…養育者及び乳幼児 黒…地域住民全般
緑…障害児・者 オレンジ…子ども・青少年

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
脳と体の
トレーニング体操
10:00～11:30
くるみの森パン販売
貸館利用申込

スマホ・タブレット
個別相談室
14：00～16：00

4 5 6 7 8 9 10
楽しくボッチャ
10：00～11：30

わらべうたと
絵本の会
歯磨き講座
10：30～11：30

畑俱楽部
9：30～10：30
子育て支援者会場

9：30～11：30
リズムde体操
10：30～11：30
健康相談(要予約)
12：30～13：30

脳育体操
13:30～15:00

公園あそび
（笹野台二丁目公園）

10：00～11：30
GoGo健康‼第1弾

10：00～11：30

11 12 13 14 15 16 17
子育て支援者会場

9：30～11：30
ニワッシー
10：00～11：00
リモートオレンジカフェ

14：00～15：00

畑俱楽部
9：30～10：30

ひなたぼっこ
「出張ひろば」
10：00～11：30
脳と体の
トレーニング体操
10:00～11：30

膝変形と膝蓋骨
などの痛みについ
て
10：00～11：00

スマホ・タブレット
特別講座
14：00～16：00

　　　　　　　6月1日～6月17日

休館日

笹ケア自習室

15：00～20：00

笹ケア自習室

15：00～20：00

笹ケア自習室

12：00～17:00
笹ケア自習室

15：00～20：00

笹ケア自習室

15：00～20：00

笹ケア自習室

15：00～20：00

※6月夜間利用は、5月20日以降に決定します

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
わらべうたと
絵本の会
10：30～11：30
貸館利用申込

畑俱楽部
9：30～10：30
子育て支援者会場

9：30～11：30
健康相談(要予約)
12：30～13：30

脳と体の
トレーニング体操
10:00～11:30
くるみの森パン販売

スマホ・タブレット
個別相談室
14：00～16：00

7 8 9 10 11 12 13
楽しくボッチャ
10：00～11：30

子育て支援者会場

9：30～11：30
ニワッシー
10：00～11：00
リモートオレンジカフェ

14：00～15：00

畑俱楽部
9：30～10：30

脳育体操
13:30～15:00

公園あそび
（笹野台二丁目公園）

10：00～11：30
GoGo健康‼第1弾

10：00～11：30

14 15 16 17 18 19 20
健康相談(要予約)
12：30～13：30

畑俱楽部
9：30～10：30
子育て支援者会場

9：30～11：30
リズムde体操
10：00～11：30

サロン
「お茶べり会」
13：00～15：00

ひなたぼっこ
「出張ひろば」
10：00～11：30
脳と体の
トレーニング体操
10:00～11：30

いきいき
ウオーキング
9：00～13：00 スマホ・タブレット

特別講座
14：00～16：00

21 22 23 24 25 26 27
楽しくボッチャ
10：00～11：30

子育て支援者会場

9：30～11：30
畑俱楽部
9：30～10：30

脳育体操
13:30～15:00

カレーハウス
笹野台
（笹野台会館）
17：00～19:00

28 29 30 31
畑俱楽部
9：30～10：30
子育て支援者会場

9：30～11：30
リズムde体操
10：00～11：30

5月

休館日

★夜間開館

～21：00

★夜間開館

～21：00

★夜間開館

～21：00

※ケアプラザの事業のみ掲載

※6月夜間利用は、5月20日以降に決定します



【お問合せ・申込先】

横浜市笹野台地域ケアプラザ 045-367-2330

地域活動交流より

●開 催 日：5月19日（金）

●集合時間：9:00

●集合場所：三ツ境駅 ライフ2F入口

●解散時間：二俣川駅13:00頃

●コ ー ス：こども自然公園(二俣川)

●対 象 者：地域の方

●持 ち 物：敷物・水分補給用飲み物

電車代 往復約400円(三ツ境⇔二俣川)

必要な方は現金

★参加費無料

要予約

10名

新緑の季節、自然を満喫しましょう。
一緒に散策しませんか？

要予約

20名

●開催日：6月25日(日)

7月16日(日)・23日(日)

●時 間：10:00～12:00

●場 所：笹野台地域ケアプラザ

●指 導：小野寺 珠子 先生

●対象者：地域の方

※お子さんもご一緒にどうぞ

●持ち物：飲み物・上履き

●受 付：6/1～

Yokohama Nature Week 2023

6月は、読み聞かせのあとに歯みがき講座を行います。
歯磨きの大切さと磨き方を学びましょう！

要予約

12組

※新型コロナ感染症の拡大状況により、自主事業が変更及び中止になる場合があります。

地域活動交流 活動レポート・調理室の大掃除のお知らせ

団体・地域の方から多くの雑巾が集まりました。

皆様の活動へのご理解とご協力を感謝いたします。

戴いた雑巾は｢館内清掃｣｢大掃除｣など、ケアプラザでの行事等で使用しました。

また、雑巾を必要とする近隣施設へも贈呈させていただきました。

今後とも地域貢献につながる福祉保健活動を続けてまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

6月末に調理室の大掃除があります。福祉保健活動・シニアボランティアポイント

の対象となりますので、是非ご参加ください。

★参加費無料

★参加費無料

盆踊りの練習をして、7月29日（土）
30日（日）笹野台連合自治会夏祭りで
一緒に踊りましょう！ ●開催日：6月9日(金)10日(土)11日(日) 

13日(火)14日(水)15日(木)

12日は休館日

●時 間：平日・土曜日 15:00～20:00

6/11(日) 12:00～17:00

●場 所：笹野台地域ケアプラザ

●対象者：中高生・地域の方

●持ち物：勉強道具・上履き

※ 自習室ですので、静かにご利用ください。

1回だけの

参加でも可

★参加費無料

わらべうたと絵本の会

乳歯期の歯みがき講座

静かな環境で勉強ができて、集中力アップ

Wi-Fiも利用できます。どうぞご利用ください。

●日 時：6月5日(月) 10:30～11:30

☆第1部 わらべうたと絵本読み聞かせ

☆第2部 歯みがき講座 (11:00～11:30)

●場 所：笹野台地域ケアプラザ

●対象者：0～3歳児のお子様とそのご家族

●協 力：にじいろパンダ

花王グループ

●持ち物：飲み物・上履き

※ご来場の際の駐車場はございません。公共機関をご利用ください。尚、障害等のご事情のある方は事前にご連絡ください。

毎月第1月曜日開催

申込
不要

受付中


