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今年もよろしくお願いいたします
＊＊＊ 平成２９年

1 月～２月＊

＊

１２月４日（日）に原中コミュニティスクールにて「音の駅コ
ンサート（原中コミスク共催）
」を開催いたしました。今回は三
味線奏者の小山憲斗氏をお招きし、115 名の来場者が伝統的な
民謡やオリジナル曲を楽しみました。また最後のソーラン節で
は学童保育の児童が参加し、三味線に合わせた踊りを披露。会
場を大いに沸かせ、大盛況のままコンサート終了となりました。
「音の駅 コンサート」は瀬谷区内のケアプラザが共催で運営する音楽事業です

阿久和ノルディックウォーキングは 4 月から 16 回、

12 月 9 日（金）にあくわキッズみなみと共催で「サ

計 80 キロを歩きました。今回は年内の歩き納め。

ンタとあそぼ」を開催いたしました。約８０人のちび

気持ちの良い天候のなか、ケアプラザ～長後駅までを

っ子がお母さんと一緒に参加。親子でリトミックを楽

楽しくウォーキングしました。ゴール後は忘年会を兼

しみました。イベントの後半にはサンタクロースとト

ねて皆で美味しい海鮮料理をいただきました。来年も

ナカイが登場！みんなで手遊びやシャボン玉をして遊

元気いっぱいで歩きます！！

びました。会場は笑顔で溢れていました。
最後に参加した全員の子
供達一人ひとりにサンタ
さんからプレゼント。みん
なで一緒に写真撮影会も
行いました。

生活支援コーディネーターが

大原自治会の「すえひろ会」では年に 3 回お誕生会を開催しています。私が参加
させていただいた日は『8～11 月生まれのお誕生会』で、プレゼントに紅白まん
じゅうと、参加者さんから大きな拍手とおめでとうの声が贈られていました。
お食事タイムのお味噌汁とデザートはいつもボランティア
さんの手作りで愛情たっぷり。とってもおいしかったです。
その他にも毎回お楽しみのプログラムが用意され、皆さん
笑顔あふれる楽しい時間を過ごされていました。

ボランティアの皆さん

阿久和地域ケアプラザ

事業・イベントのご案内
成年後見制度 個別相談会

「親子で仲良くリトミック！」

遺言・相続・成年後見等の相談に対応いたします。
個別相談ですので、じっくり相談頂けます
（要・事前予約）お気軽にお問い合わせください。

日時：2 月 22 日（水）

阿久和南部地区社会福祉協議会・阿久和地域ケアプ

14 時～16 時

ラザ共催の子育て支援事業です。
リトミック遊びを通じて親子の絆を深めましょう！

担当：包括支援センター 中山
日

時：1 月 21 日（土）10 時～11 時 30 分

場

所：原幼稚園 2F ホール

対

象：未就園児とその保護者の方

参加費：無料
定

介護らく楽講座
介護者の集える場・学べる場を提供いたします。
今後の介護に備えたい方々もご参加いただけます。

員：30 組（先着順）

・1 月 27 日（金）栄養講座

申込み：電話もしくはケアプラザ窓口へ

・2 月 24 日（金）介護者の集い
14 時～１５時３０分

担当：地域活動交流 小西

参加希望の方は事前にお申込みください
担当：包括支援センター 平田・鶴若・中山

【対象】赤ちゃんから未就園児とその保護者

・1 月 27 日（金）
・2 月 24 日（金）

えほんの部屋

【参加費】無料 申込不要 【場所】多目的ホール
読み聞かせはお子様のゆたかな心を育みます。

10 時～11 時
・1 月 28 日（土）

～体が元気になる参加型コンサート～

13 時 30 分～15 時

うた＆脳活

・2 月 25 日（土）

「お茶飲み処」

11 時 30 分～13 時

ゆるり

・2 月 11 日（金）
13 時 30 分～15 時
※1 月はお休み
・1 月 25 日（水）
・2 月 22 日（水）
10 時～11 時 30 分
毎月第 1・第 3

包括支援センター介護予防事業

阿久和月 1 レク
横浜市元気づくりステーション事業

にこにこ体操
見守りの家・見守り事業

水曜日(1 月 4 日休)
14 時～15 時 30 分

もりもり元気かい

【場所】多目的ホール 【参加費】無料
【申込み】12 月 26 日 10 時～ 先着 40 名 電話か窓口にて
【場所】多目的ホール 【参加費】100 円（軽食は別途 200 円）
【申込み】不要
【対象】要介護認定を受けていない 65 歳以上の方
【参加費】200 円 【場所】多目的ホール
月ごとに違ったレクレーションを提供。健康づくりにどうぞ。
【場所】県営阿久和団地第 1 集会所 【参加費】600 円（半年分）
【対象】概ね 65 歳以上の男女 団地以外の住民の方の参加可
いつまでも健康に。軽体操や脳トレを行います。
【場所】向原第 2 公園内「見守りの家」前にて
【参加費】無料 【対象】興味のある方ならどなたでも
申込みは不要です。みんなで一緒に健康づくりをしませんか？

上記の講座に関してのお問い合わせ・お申し込みは

045‐365‐9892 までご連絡ください
（阿久和地域ケアプラザ）

1 年を通しデイサービスのお部屋に飾られる壁飾りが今年も完成しました。毎年、その年の干支を題材に作成し、
大きさは畳 2 畳分近くの大作です。酉年にちなみ、今年の作品は月夜の大空を舞う 2 羽の鶴になりました。この壁
飾りはデイサービスの利用者さん達が「お花紙」を一つ一つ丁寧に丸めたものを張り付けて作成しました。手先を
使う作業なので介護予防に非常に効果的です。また、毎年この壁飾り作りをとても楽しみにしている利用者さんが
数多くいらっしゃいます。みんなでコツコツと心を込めて作品を作るお姿は、とてもイキイキとして楽しそうです
す。約 2 か月を費やし完成した時の皆さんの笑顔はとても誇らしげ
でした。
みんなでな
ひち

毎月１回、包括職員がレクリエーションを提供する事業です。高齢に
なると季節のイベントに参加する機会が少なくなってくる、との声を
多くいただき、12 月はクリスマス会を行いました。ハーモニカの演奏
に合わせて歌を歌い、手作りチーズケーキを食べ、参加者全員が持ち
寄ったプレゼントを交換しました。おしゃべりが尽きることのないと
っても楽しい時間となりました！（1 月はお休みです）
ハーモニカの長谷川さん

参加ご希望の方はケアプラザ
までご連絡ください。

こんにちは、ケアマネジャ－です。 年末年始はご馳走が多くならび、食べ過ぎで、
体重が増える方が多いと思います。その上、冬の時期は寒さで外出がおっくうになりが
ちです。みなさんが住んでいる地域の自治会館やケアプラザなどでは介護予防に役立つ
さまざまなイベントや講演会、健康体操、サロンが行われています。みなさんの目的に
合わせた楽しく役に立つ企画が沢山ありますので、ぜひ家にこもりがちな季節にこそ足
を運んでみてはいかがでしょうか。
【お問い合わせ】 居宅 鈴木 TEL３６５－９８９２

【ケアプラザから重要なお知らせです】

平成 29 年 4 月 1 日から
地域ケアプラザの貸し部屋の利用方法が新しくなります！！
平成29年4月以降に地域ケアプラザの貸し部屋を利用する場合は、新たに団体
登録をする必要があります。ご不明な点がございましたら阿久和地域ケアプラ
ザまでお問い合わせください。

そんな時は！
平成29年4月1日以

降に ケアプラザに
ご相談ください！！

地域ケアプラザを
ケアプラザは皆さまの地域の一番身近な福祉保健
に関する総合窓口です。皆さまのいきいきした
暮らしをサポートいたします。

利用しようとする場
編集後記

新年、あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。
箱根駅伝が好きです。学生たちが憧れの地で懸命に走る姿は、2 日間の長丁場でも見ている者を飽きさせません。

合※は、

ある選手はこう言います。
「襷（たすき）を手渡すこと、これには目に見えない力が宿っています」
私がケアプラザに入所し 4 か月近くが経過しました。これまでに地域の自治会・団体のさまざまな活動や会合にお邪
魔する機会がありましたが、その多くが歴史もふるく、長期にわたり活動されている事を知りとても驚きました。長い
歴史の陰には多くの苦労や失敗もあったかもしれませんが、そこから得た経験や知識を地域の中でつなぎ続け、現在の

原則として、新しく団体

活動にいたっている事実を知ると素直に頭が下がる思いです。地域の中にもきっと目に見えない襷のような物があるの
でしょう。私もいつか、周りの方々に自信を持って託せる大切なものを残せるよう日々を過ごしていきたいと考えます。
（地域活動交流コーディネーター 小西）

登録が必要となりますへ
【開館時間】

●月曜日～土曜日

午前９時～午後９時まで

●日曜日・祝日

いせ

午前９時～午後５時まで
【休館日】
●毎月第 4 月曜日
（館内整備のため、
部屋貸しは行っていません）

平成29年4月1日以
●年末年始（12/29～1/3）
※本紙記事での表示は、
個人・団体の承諾を得て
掲載しております。

