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※施設点検日:毎月第 4 月曜日

開所当初から多くの皆様にご利用いただいていた「サタデーモーニングカフェ」を

より多くの方に楽しんでいただけるよう 2020 年 4 月より、リニューアルしま

す。

リニューアルに伴い、参加費を変更いたします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

2020 年 3 月まで⇒参加費￥50

2020 年 4 月以降⇒参加費￥100

ボランティアさん募集

季節のイベント企画、会場準備、片付け等。カフェを一緒に楽しく運営い

ただける方。 ※シニアボランティアポイント対象事業です♪

詳細は地域活動交流まで TEL：045-828-5181

時間変更のお知らせ
毎月第 1 木曜日に開催している、音楽療法を取り入れた脳トレ教室「ドレミファクラ

ブ」が 2020 年 4 月より終了時間が変わります。

2020 年 3 月まで⇒10 時～11 時半

2020 年 4 月以降⇒10時～11 時
尚、開催日（毎月第１木曜日）、参加費（￥500）の

変更ありません。

皆様のご理解のほどよろしくお願いいたします。

手指消毒のお願い
新型コロナウィルス感染予防のため、ケアプラザ来館時に、アルコールによ

る手指消毒をお願いしております。ご理解ご協力をお願いいたします。

開催予告

2020 年 5月 31日（日）

10：00～13：30
飲食・模擬店等々、ただ今準備中！

一緒に活動頂けるボランティアさんも募集します。

詳しくは来月発行の芹芹通信をご確認ください。
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芹が谷地域ケアプラザ事業予定表３・４月
◆団体優先予約について◆

★優先予約解禁日:毎月 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※１自由予約は

翌日の２日に受付となります。※１自由

予約とは、利用予定日から起算して 30

日前から予約が可能（回数制限無）

◆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

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茶話会で

す。

◆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

◆介護者サロン「ほっ」と◆

毎月第 3 火曜日 10：30～12：00

予約 当日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？

◆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！

◆みんなのいこい場◆

毎月第１第３ 水曜日 11:00～14:00

予約不要 参加費(飲物代込)１００円

どなたでも気軽にご利用いただけます。

※時間内の入退室は自由です。食事の持    

込みも OK！みんなのいこい場スタッフ

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。

子どもを通じていろいろな発見をしまし

ょう。おもちゃも用意してあります

※４/１・２９お休みです

◆ドレミファクラブ（音楽＆脳トレ）◆

毎月第 1 木曜日 10:00～11:00

※４月から 60 分の講座になります

事前又は当日、電話か来館にて申込み

参加費 500 円/1 回(初回無料)

講師 高橋亮太郎氏（音楽療法士・㈱キートン代表）

音楽療法を使った健康教室です。

懐かしい話題あり、歌って笑って、

楽しい時間を過ごしませんか？

脳トレで認知症予防にも効果あり！

◆サタデーモーニングカフェ（３月終了）

毎週土曜日※除 1 日祝日 9:30～11:30

予約不要 参加費 ３月 50 円

どなたでもご参加いただけます。

時間内の入退室は自由ですので、

お気軽にご参加ください。４月からリニ

ューアル予定 ※４/４・25 お休みで

◆ミドルリフレッシュ◆

毎月第２第４ 火曜日 18:30～20:00

参加費 1500 円/月

講師 中村幸貴氏（バリスティックトレーナーズ代表）

※ミドル世代からのしっかり運動講座。

仕事の後のリフレッシュにいかがです

か？明るく楽しく体を動かしましょう！

※天候不順などの都合により、予告なく予定が中止になることがあります。天候不順の時などは、当日お電話にてご確認ください。

パンの日（そよ風南の家）…人気の手作りパンです。売り切れ次第販売終了。

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。

新型コロナウィルス拡大に伴う

芹が谷地域ケアプラザ事業の中止のお知らせ
新型コロナウィルス感染症が拡大している状況を受け、ご利用者及び関係者の健康・安全面を考慮し、

3月 1日～3月 31日の期間において芹が谷地域ケアプラザで行う事業及びパワーリハビリ機器の利用を

中止いたします。

なお、4月 1日より順次再開を予定していますが、状況によって期間を延長する場合もございます。

参加を予定した皆様には申し訳ございません。ご協力よろしくお願いいたします。


