
平成 30年 11月 第 82号 横浜市芹が谷地域ケアプラザ ℡045-828-5181                 この広報誌はケアプラザでの配架の他、ケアプラザホームページ、港南区役所や港南区社会福祉協議会等で配架しています。

『永谷地区福祉施設連絡会』レポート
９月１２日(水)開催

みなさんこんにちは♪生活支援コーディネーターの小山です。先日行われた、福祉施設連絡

会についてレポートします。

この連絡会は、ある自治会長さんから「地域にデイサービスやグループホーム、作業所とか

福祉施設がたくさんあるけど、中々繋がりが出来てない。もしかしたら、困ってる事とか相談

したい事があるんじゃないかなぁ」と、言う声から『互いに顔を合わせて情報交換をしよう！』

と企画がスタートしました。

当初は、日中の営業時間中の開催の為、あまり参加は見込めないかな…と思っていましたが、

いざ案内すると、「相談したい事があったんです」「こういう会があればと思っていたんです」

と、１３の事業所が参加くださいました。事業所がいかに地域との繋がりを求めているかが改

めて分かりました。

まずは全体で、事業所の規模やどんなサービス

を提供しているかなどの自己紹介に始まり、グル

ープ(近隣のエリア毎)に分かれて、日頃困っている

事や地域との繋がりの必要性、連携出来る事など

の情報交換を行いました。初めて聞く地域の事や

イベントへのお誘いなどもあり、時間が足りなく

なるぐらい多くの情報交換が出来ました。「いい情

報交換が出来ました」「困っていたことが相談出来

ました」と参加頂いた事業所からも好評でした。

地域と施設、また、施設同士の横の繋がりの必

要性を参加者全員で再認識出来ました。次回は２月１４日開催予定です。

（１０月５日発行の神奈川新聞に掲載頂きました。併せてそちらもご覧ください。）

『福祉避難所(特別避難所)』をご存知ですか？

大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活出来なくなってしま

った場合、市内の小・中学校などの『地域防災拠点』で避難生活を送る事

になります。

高齢者、障がい児者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館など

での避難生活に支障がある方には、各地域防災拠点で要援護者向けのスペ

ースを確保する事になっています。

それでも、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受け入れるための二次的な避

難所が『福祉避難所』です。芹が谷地域ケアプラザは『福祉避難所』になります。

お住いの地域の『いっとき避難場所』や、『地域防災拠点』を家族で確認しておきましょう

放課後の障がい児余暇支援事業

発達が気になるお子さまとその保護者の放課後の居場所として、講師を招いてリトミック

（音楽、ピアノ演奏に合わせて遊び感覚で体を動かします）を開催します。

リトミック終了後は多目的ホールを開放するので交流の場としてもご利用できます。

また、講座終了後も継続して活動していただくことも可能です。

講 師 大沼和佳子 先生（他ケアプラザにて障がい児の余暇支援に携わっている先生です）

日 程 11/16、12/21、1/18、2/15、3/15 全 5 回（いずれも金曜日）

場 所 横浜市芹が谷地域ケアプラザ 多目的ルーム

（主に小学生以上が対象です。対象以外の年齢の方はご相談ください。）

時間・内容 16 時～17 時リトミック（15 時 30 分から受付開始）

終了後 17 時 30 分までお部屋を開放します。

対 象 近隣にお住まいで、発達が気になる子どもとその保護者

持 ち 物 ハンカチ（レッスンでも使用します）、飲み物、動きやすい服装、

参 加 費 １回 500 円（毎回その都度、お支払いください）

お申込み 前日までに直接窓口かお電話にてお申込み下さい

（１回のみの参加、又は、１２月からの参加でも可）

T E L 045-828-5181 地域活動交流まで
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◆介護者サロン「ほっ」と◆

毎月第 3 火曜日 10：30～12：00

当日朝までにお電話にて申込み

参加費 無料

対象 当事者又は興味のある人

※一人で抱え込まず、たまには思いを言

葉にして「ほっ」と一息しませんか？

スタッフがお待ちしております。

◆あそびば たんぽぽ◆

毎週水曜日 9:30～11:30 参加費無料

対象 未就学児親子

※時間内の入退室は自由です。

お子さまのあそび場、子育ての情報交換

の場としてもご利用ください。

※11/21・12/26 はお休みです。

◆町のお医者さんと語ろう◆

毎月第 3 水曜日 13:30～14:45

予約 不要 参加費 無料

対象 どなたでも 人数 １０名程度

講師 豊福深奈先生（豊福医院医師）

※協力医の豊福先生を囲んでのざっく

ばらんな茶話会です。

※11/21 はお休みです

日 月 火 水 木 金 土

１１月１日

貸館優先予約

ドレミファ

倶楽部

2 日 ３日

カフェ

４日 ５日

輝く明日②

（予約制）

６日

健康囲碁

７日

たんぽぽ

８日 ９日 １０日

虹の会

１１日 １２日

輝く明日③

（予約制）

１３日 １４日

たんぽぽ

リサイクル市

１５日 １６日

カエルひろば

（予約制）

1７日

カフェ

１８日

芹が谷  

ステーション

１９日

輝く明日④

（予約制）

２０日

「ほっ」と

健康囲碁

２１日 ２２日

芹力アップ①

（予約制）

２３日 ２４日

カフェ

２５日

虹の会

２６日

施設点検日

※貸館休館

２７日 ２８日

たんぽぽ

２９日

芹力アップ②

（予約制）

３０日 １２月１日

貸館優先予約

カフェ

２日 ３日 ４日

健康囲碁

５日

たんぽぽ

６日

ドレミファ

倶楽部

芹力アップ③

（予約制）

７日

横浜シニア

ボランティア

ポイント

登録研修会

８日

カフェ

９日 １０日

虹の会

１１日 １２日

たんぽぽ

Xmas 会

１３日

芹力アップ④

（予約制）

１４日 1５日

カフェ

１６日

芹が谷  

ステーション

１７日 １８日

「ほっ」と

健康囲碁

１９日

町の

お医者さん

２０日

大掃除

２１日

カエルひろば

（予約制）

２２日

カフェ

２３日 ２４日

施設点検日

※貸館休館

２５日

虹の会

２６日 ２７日 ２８日 ２９日

３０日 ３１日 １月１日 ２日 ３日 ４日

貸館優先予約

５日

自由予約

1/27～

◆芹が谷ステーション◆

毎月第 3 日曜日 9：30～11：30

対象 概ね小学 3 年生まで

予約 不要 参加費 無料

※親子で一緒にプラレールを繋いで遊

ぼう！お母さんはもちろん、お父さん

やおじいちゃんおばあちゃんと一緒

の参加もお待ちしております！

◆サタデーモーニングカフェ◆

毎週土曜日 9:30～11:30

予約不要 参加費 50 円

どなたでも気軽にご参加いただけます。

歌やトランプや将棋など、お好みに合わ

せてお過ごしください。※時間内の入退

室は自由です。※11/10・12/29 お休み

◆貸館予約について◆

★優先予約解禁日:1 日

来館受付 ９時３０分～

（9 時～申込み順の抽選）

電話受付（仮予約）10：30～

※毎月１日は、優先予約のみの受付になります。

１日受付分の自由予約は翌日の２日に受付です。

※12/29～1/3 は休館日の為 1/4 が優先予約

芹が谷地域ケアプラザ事業予定表 11・12 月 ◆ドレミファ倶楽部（音楽＆脳トレ）◆

毎月第 1 木曜日 10:00～11:30

予約不要 当日直接会場にて申込み

参加費 500 円/1 回(初回無料)

※音楽療法を使った健康教室です。

講師はデイサービス等でもご活躍

されている先生です。

懐かしい話題あり、歌って笑って

打楽器等で手を動かし、楽しい時間を過

ごしませんか？ご興味のある方は、

一度ご体験ください。初回無料です！

パンの日（そよ風南の家）…人気の手作りパンです。

毎月第１・３水曜日１１:５０頃～１２:３０まで

１階ホールで販売します。売り切れ次第販売終了。

年末年始休館日 １２／２９～１／３

◆カエルひろば◆

毎月第３金曜日 15:00～17:30

予約 事前に電話か来館 参加費 無料

対象 ７歳～（発達の気になるお子さま）

人数 １０組程度親子

◆健康囲碁◆

毎月第 1 第 3（第 5）火曜日

12：00～17：00（終了時間不定）

予約 不要 参加費 無料

※初心者歓迎。どなたでも、お一人でも

ご参加頂けます。お気軽にどうぞ

◆講座：芹力アップ（全４回）◆

1１月 2２日（木）13:０0～14:30

申込  11/1～電話にて 先着１２名

参加費 １,０００円

対象 概ね 60 歳以上

器械を使った運動で「けがをしにくい」

身体を目指します。４回講座終了後も

団体として続けていただけます。

年末年始休館日


