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所長 宇賀神 直美

お申込み・お問い合わせは南希望が丘地域ケアプラザ 地域活動交流まで☎360-5095

障がい事業所製品販売のご案内
<パン工房ホップ パンの販売> 2 /4（木）１１時30分～

<こんがり工房 パンの販売> 2/26（金）１１時～
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貸室抽選会 中止
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救急救命教室中止
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パン工房ホップパン販売
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医療相談
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13時～

ふらっとサロン
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親子のフリースペース
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みんなの学習室

10時～
シニアサポーター

ひまわり
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9時30分～音楽る

18時～

みんなの学習室

10時～

ゆったり体操教室

1３時30分～ステップ
1・2 希望の風

9時30分～
子育てサロン

メープル

11時～

こんがり工房

パン販売

２８

13時～

ふらっとサロン

ケアプラザ事業のみ掲載
黒：地域活動交流事業 緑：地域包括支援センター事業
桃：生活支援体制整備事業
橙：地域活動交流と生活支援共催事業
青：地域包括支援センターと生活支援共催事業
茶：障がい事業所製品販売

新職員紹介

みなさんが楽しく過ごしてもらうように

頑張ります！

よろしくお願いします。

デイサービス職員 福田 早苗

自主事業などの実施について

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、
自主事業の中止や時間の変更をする場合が
ございます。
詳しくはケアプラザまで、お電話にて
お問合せ下さい。
ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し
上げます。

【問い合わせ先】045-360-5095 地域活動交流

ふれあいホールの利用について

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、
当面の間、お子様のふれあいホールの利用
を中止させていただきます。
再開につきましては館内掲示等でお知らせ
いたします。

開館時間変更のお知らせ

緊急事態宣言を受け、開館及び貸館時間の変更を

行うこととなりました。

開館時間

1月 12 日（火） から

緊急事態宣言解除日まで

平日・土 ９時から 20 時まで
※ 平日、土曜日は18時以降施設利用の予約が無い場合は

閉館とします。

日・祝祭日 9 時～ 17 時まで

開館及び貸館時間の変更についてはお問合せ下さい。

また、今後の社会状況等により開館時間が変更となる

場合がございます。ご利用の皆様にはご不便をお掛け

しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

親子のフリースペース

親子の遊び場としてケアプラザの
お部屋を開放しています。

【日 時】 2月15日(月）毎月第3月曜日

９時30分～11時30分

【場 所】 多目的室

※現在はおもちゃの貸し出しはしていません。

参加を希望される方は事前にお申し込みを

お願いします。

みんなの学習室について

緊急事態宣言中は事前予約が必要と

なりますので、ご了承願います。

厨房職員大募集！

【勤務時間】9時15分～16時15分 週2～3日

【時 給】1020円
【業務内容】デイサービスのご利用者様への

昼食を作るお仕事

※経験者・有資格者（栄養士・調理師等）尚可

【問い合わせ先】 360-5095 担当：宇賀神（うがじん）



寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？またまた「緊急事態

宣言」が発令されてしまいました。感染拡大防止に努めながら、少しずつ地域の皆さんの活動が戻り

つつあった矢先の出来事だったと思います。ニュースなどを見ていると感染の波がとても身近に感じ

て、不安を抱いている方も多いのではないでしょうか？ 前回の緊急事態宣言の時は外に出るきっか

けがなくなって、家にいる時間が増えて、特に高齢の方からは家で転倒してしまった、認知症が進ん

でしまった気がするなど前回の緊急事態宣言が明けた頃に普段より多くの方からのご相談があったこ

とを覚えています。外に出るのが不安ながらもお散歩や家での簡単なストレッチを行うなど、できる

だけ体を動かして、各自意識して体力の低下など防いでいただけたらと思います。また、いろんな不

安をかかえて、心身ともにつかれてしまうこともあると思います。一人で抱え込まずに、ご家族やお

友達、もちろん地域ケアプラザでもかまいませんので、お電話をしていただければと思います。胸の

うちを誰かに伝えるだけで、少し不安が収まったり、気持ちが安定することもあると思います。

先日、ミュージックボランティア音楽るで初めてオンラインミーティングを行いました。オンラインでの会議

が初めての方もいらっしゃり、最初はとまどいながらの参加でしたが、最後の方には皆さんすっかり慣れてい

ました。コロナ禍の中で対面でのミーティングに参加できなかった方も久しぶりにお会いする事ができ、喜ば

れていました。今後は「うたごえ音楽る」をオンラインで開催し、地域の皆さんにも参加いただける準備をし

ていますので、もう少々お待ちくださいね！ 大変な日々が続きますが、

皆さんもひとりひとりができる感染予防対策を取りながら、

お体大事に過ごしてください。最後になりますが、ひっ迫

する医療現場で、休みなく働いてくださっている医療従事者の

皆さんには心から感謝したいと思います。

梅の便りが届く季節となりましたが、まだまだ寒さが厳しい今日この頃です。

皆様お元気でお過ごしでしょうか。

今回は施設についてご紹介させていただきます。ご自宅での生活が困難になってきたときに施設入所を考えることが

あると思います。そのような時に少しでも参考になれば幸いです。

シリーズ1として今回は特別養護老人ホーム（特養）と介護老人保健施設（老健）との違いについて

特徴を表にしてみました。

また、施設選びのポイントとしては ◇自宅からの距離 ◇相談・苦情への対応窓口 ◇施設で対応可能な医療行為

◇ 介護保険外のサービス料金（居住費・食費）等を確かめておくことが大事なポイントとなります。

詳しくは担当ケアマネジャーまでご相談ください。

居宅介護サービス（ケアマネジャー）通信
生活支援コーディネーター通信 55

☆お困りごとは地域包括支援センターまで ☎360-5095 小谷・池田・大八木

☆皆さんの地域の活動やちょっとした困りごとを教えてください☆ 生活支援コーディネーター 木原まで 私たちケアマネジャーがご対応いたします！ぜひご相談ください 北澤・木幡・坂場まで

地域包括支援センターからのお知らせ

～こんな時だからこそ～

事業の実施については、新型コロナウイルス
感染症対策のため、中止・延期の場合があります

「緊急事態宣言」

コロナ禍の中で先が見えない状況が続いていますが、経済的に

お困りの方に対して様々な支援制度があります。必要な方は躊

躇せずにぜひご活用ください。

[資金の貸付] 休業や失業した方等に生活費の貸付を行って

います。 旭区社会福祉協議会：392-1123

[支払いの猶予・免除 ] 市県民税・国民年金・国民健康保

険・後期高齢者医療保険料・介護保険料・水道料金・保育所使

用料等の支払いの猶予や減免が受けられます。

旭区税務課：954-6071 横浜県税事務所：651-1471

旭区保健年金課：954-6131 子ども家庭支援課：954-6161

水道局お客様サービスセンター：045-847-6262

[給付金の支給] 収入減で家賃の支払いが困難な方に対し

て家賃相当額が支給されます。旭区生活支援課：954-6069

[家計相談・就労支援等] 専門の相談員による経済上の相談や

就労等の相談・支援が受けられます。旭区生活支援課：954-6069

※各制度の詳細については上記の連絡先にお問い合わせください。

《ケアプラザ開催の事業のご案内》

☆協力医 岡田先生による無料医療相談 事前予約制

毎月 第2水曜日（２/10・３/10）13時半～14時半

☆司法書士による無料法律相談 事前予約制

奇数月 第2水曜日 3/10 10時～11時

☆GoGo健康！ ～体を鍛えて若返りましょう～
3/18（木）10時～12時

・計測 ・体を鍛えて若返りましょう

☆介護者の集い 無料 事前予約制

奇数月 第2 水曜日 3/10 14時～15時半

デイサービス通信

見学やご相談・ご利用どんな事でも！ 相談員 高橋・佐藤・兎澤・佐々木まで

変わり風呂

｢南希望が丘地域ケアプラザチャンネル｣はじめました!

You Tubeで過去の講座の動画配信中！

新型コロナウィルス感染症の影響により

経済的にお困りの方がご利用可能な支援制度

クリスマス会

◎12/23・24・25に「クリスマス会」を行いました。従来のようなイベン

トを行う事が難しい中、職員が知恵を出し合い皆様に楽しんでいただけるよ

うなクリスマス会を開催しました。1つ目は職員の行うハンドベル演奏。楽

曲は「きよしこの夜」です。2つ目は紙芝居。ご利用者と職員が共同制作し

ていた紙芝居がとうとう完成！！皆様の前でやっと披露することが出来まし

た。3つ目は誰もが知っている桃太郎の寸劇。途中物語では出てこない牛が

登場。どうやら2021年の干支にかけ登場したようです。強敵な鬼が現れ桃

太郎は若干負けていましたが・・・。最後は仲良く物語は終了。たくさんの

笑い声が聞こえてきました。新型コロナウィルス感染予防の為、マスク着用・

密を防ぎながら開催した事で大変な部分もありましたが、皆様にはとても好

評のようでした。

◎12月の変わり風呂として皆様

に、21・26日の2日間「ゆず湯」

を楽しんでいただきました。1月

はみかん風呂、2月はきんかん風

呂の予定です。

活動

◎吊るし飾りも完成し、1月2月と2カ月かけ「お雛

様の木目込み」を作成しています。完成が楽しみで

すね。


