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地域ケアプラザの貸室利用及び自主事業について
貸室利用及び各自主事業におきましては、感染症の動向を勘案し、一部事業の中止等の対応を図
りながら、開催するものに関しては引き続き予防対策として参加者への体温確認やマスク着用、
手指消毒、名簿への記載、三密を防ぐ取り組み等お願いしておりますので、ご協力の程宜しくお
願い致します。

Go To MINAMAKI♪
南万騎が原周辺の公園めぐりを行います。
【日 時】4 月 19 日(月) 10：00～11：30
※ 19 日が雨天の場合は 23 日(金)に順延
【内 容】地区内の公園めぐり
【集合場所】南万騎が原駅改札前
【参加費】無料(申込制) 【対 象】地域の方
【持ち物】マスク・飲み物・タオル等
【問合せ】万騎が原地域ケアプラザ 迄

子育てひろば「あいうえお～っ！」
【日
【会
【定

時】４月 26 日(月) 10：30～11：30
場】万騎が原地域ケアプラザ 多目的ホール
員】5 組(申込制)

【対 象】未就園児と保護者
【持ち物】マスク・飲み物等
【申込み】4 月 23 日迄に万騎が原地域ケア
プラザへお申し込み下さい
※感染状況によっては中止になる可能性があります。

みんなの漢字塾
学校では習わない漢字の世界を知ることで、おとなもこどもも漢字と仲良しになれる「みんなの
漢字塾」です。漢字検定にチャレンジするおとなもこどもも応援します。
【日 時】４月 24 日(土) 14：00～16：00 以降、毎月第４土曜日 14：00～16：00 開催
【会 場】万騎が原地域ケアプラザ 多目的ホール等
【参加費】300 円
【対 象】小学生以上、どなたでも
【定 員】20 名(申込制)
【講 師】・有賀 理 氏・北島 茂治 氏・四方 佐知子 氏・小田部 洋平 氏・日置 恵子 氏
(漢字教育士、漢検 1 級～準 1 級)
【共 催】万騎が原地区青少年指導員連絡協議会
【持ち物】マスク・筆記用具・ノート 等
【申込み】パソコン等を利用してリモート(Zoom ミーティング)での参加も可能です。
リモートでの参加の場合は、当日参加用の ID とパスワードを事前にお伝えします。
詳細は地域活動交流迄、お問い合わせ下さい。

万騎が原地域ケアプラザ de 鯛カフェ
健康や介護について、協力医の一色先生を交え、お話をしてみませんか？
【日 時】４月８日(木)15：00～16：00 毎月第 2 木曜日同時間帯開催
【申 込】事前申込制(先着順)
【対象者】地域の方
【参加費】無料
【持ち物】マスク・飲み物 等
【場 所】万騎が原地域ケアプラザ 多目的ホール
【問合せ】万騎が原地域ケアプラザ迄

～身近な福祉の相談機関～

万騎が原地域包括支援センターです

公園で GOGO！ラジオ体操
「コロナの感染が心配で、あまり外へ出ていないのよ」という方も多いことでしょう。安全
におうちに留まることは正しい判断ですが、適度に日光を浴びて、からだを動かすことも、
健康のためにはとっても大切です。「安全にからだを動かすきっかけになれば」と思い、身近な
公園を会場として、皆様におなじみのラジオ体操や、横浜市オリジナルの「ハマトレ」をやって
みよう！という健康づくりの企画をご用意しております。
皆様のご参加を、ぜひお待ちしております！
日程は 4/21、4/28、5/12、5/19 の午前中を
予定しています！（すべて水曜日です）
＊公園の場所は現在調整中です。
＊決まり次第、次回の広報紙等でお知らせします。

万騎が原地域ケアプラザ・オリジナルの、
ラジオ体操スタンプカードを
ご用意します！
皆勤賞を狙って、がんばりましょう！

30 分程度の講座です。
ごみ出しやお買い物のついで
にお立ち寄り下さい！
年齢を問わずオッケーですよ！

＊目印用の「旗」を立てます！それを目指して
お越し下さい！
＊多くの方のご参加をお待ちしております！お気軽にご参加下さい。

「ハマトレ」って何？
横浜市が、「いつまでも自分の足で元気に歩いて出かけられるように」と作成した、ご当地体
操です。YouTube（ユーチューブ）で、横浜市歌に合わせたミニバージョンの「ハマトレ体験
編」を見ることができます。座ったままでも行えますし、立ち姿勢を組み合わせて行うことも
できます。ゆるやかに見えますが、実は結構な筋トレになります。
ぜひ一度、ご覧下さい！
スマートフォンやパソコンで、「横浜市歌」「ハマトレ」で検索を。
全部で 5～6 分ほどの体操です。
図解入りのパンフレットはケアプラザにあります。
ご希望の方は、下記【万騎が原ケアプラザ】へご連絡下さい。

【お問い合わせは】万騎が原地域ケアプラザ・TEL：362-3354
担当：木下・寺山・伊藤
担当地域：万騎が原・柏町・大池町・南本宿町・本宿町・桐が作

デ イ サ ー ビ ス だ よ り
節 分・豆 ま き
今年度は残念なことにコロナ禍で行事の中止
が続き園児との交流会が行われていませんでし
た。今年の節分は 124 年ぶりに 2 月２日でした。
この日はデイサービスでは利用者とスタッフが
節分の豆まきを行いました。鬼に向かって「鬼は
外」「福は内」元気よく豆を撒き一年の無病息災
を願いました。

デイサービス非常勤
調 理 員 募 集
仕事：調理(非常勤)
内容：デイサービス利用者
昼食の調理・配膳等
時間：8:30～15:30
(実働 6 時間)
応募：ケアプラザ迄お問い
合わせください。
担当：向井☎045-362-1222

万騎が原地域ケアプラザ通所介護（デイサービス）のご案内
「自宅から出てしまい徘徊される方（認知症）の改善例」
当初はデイサービスに参加しても徘徊や帰宅願望が見られたが、その方の得意な事
を見つけ行なって頂いた。すると周りから褒められ頼りにされることで徐々に自信を
持たれるようになった。その後、落ち着いて作業が出来るようになり、徘徊や帰宅願
望が減り、ほぼなくなった。この様な困難事例にもデイサービスは有効と言われてい
ます。ぜひご利用ください。
随時見学（予約制）も受け付けております。是非一度ご見学ください。ご自宅まで
送迎いたします。また、介護保険の手続き等でご不明な点がございましたら、ぜひケ
アプラザまでご連絡ください。
見学予約、相談電話番号 045-362-1222
担当者まで

居宅介護支援事業所通信＜ケアマネジャーのコロナ禍の対応について＞ No.１７５
柔らかな春の日差しが心地よく感じられる季節となってきました。新型コロナの
影響で、外出を控えている方が多くなっていると思います。活動量や人との接触が
少なくなっている今だからこそ、日常生活の維持に不可欠な介護サービスは、利用
者に接触できる重要なサービスだと思っています。私たちケアマネジャーの定期訪
問についても電話等での状態確認や情報収集，又は希望がある際は感染予防（マス
クの着用・手指消毒）を行い、短時間での訪問とさせて頂きます。ご不明な点がご
ざいましたら、お気軽にお問い合わせください。
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《カレンダー》
午後実施の

掲載内容は 2 月 25 日現在のものです。
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＜各事業・地域の福祉保健団体の実施時間・実施内容等に関しては、中止・変更になる場合が有ります
ので、参加や見学の際は、万騎が原地域ケアプラザ（地域活動交流）迄 お問い合わせ下さい＞

みんなの集いの場
丸一年お休みしていた集いの場ですが、感染症予防しつつ、お久しぶり会
（公園内散策）を楽しみませんか？ 当日直接会場にお越しください。
【日 時】3 月 23 日(火) 10：00～11：00 ※ 23 日(火)が雨天の場合は 30 日(火)に順延
【対 象】地域の方
【参加費】無料
【集合場所】南本宿公園 レストハウス前
【持ち物】マスク・飲み物・タオル等
【問い合せ】万騎が原地域ケアプラザ迄

地域交流職員募集！

いきいき会
いきいき会は市民農園を活用した園芸活動の
他、屋内作業をしながら仲間作りをする会です。
【対 象】地域の方（畑作業が出来る方）
【活動日】第 1・3・５ 金曜日 10:00～12:00
【参加費】保険代・必要時に材料費を徴収します。
【場 所】万騎が原地域ケアプラザ、他

地域に関わるお仕事を一緒にしてみませんか？

【職

種】地域活動交流
サブ・コーディネーター（非常勤）
【業 務】地元地域の支援に関わるお仕事です。
お部屋貸しの受付 等
※詳細はお問い合わせ下さい(362－1222)

上記事業等の申し込み・問い合わせ
万騎が原地域ケアプラザ Tel:３６２－１２２２
お願い･･･お越しの際は徒歩か公共の交通機関をご利用下さい。

敷地内は急斜面となっております。お足もとにご注意ください。

