
ト和泉地域ケアプラザ【第107号】平成29年11月24日

雪ぎ　　　　醗麗露一議 

2両：ケアプラザ　サロン情報♪ � �介護保険認定 � 
ぬくもり布おもちゃの貸出　　一発露麗 3面：【報告】いつもの子育てサロン大集結！ 子育てひろば～子育てサロン1月の予定～ 4両：今月の生活支援コーディネータ一　三ii＝鞍浩種撥漣 �申請できます 

葉輩誓輩！ 
1月の予定 

しもずく　　　SI　　SI 

欝 ∴言 � � 
十三：∴三言　　　　　　　∴∴言： 

告辞iiiii ∴∴∴∴＿∴∴：∴∴ ＜日 ＜璃再 �1－1、主星‾螺i＝： 

＞　l畠27日（土） 

lO：30－iZ �：00 
＞　下和泉地域ケア毒害が∴多目的ボーIL 

＞　絵本の誌職聞かせの仕方 
“、、繋ぎ　　　　　IWバ同士の座談会　桟と 

＜誇　師 �＞　北田梧　氏 
NPO法人　全日本育児普及協会 

表題醸一盤鹿ニー �＜申　込＞　下軸泉地域ケアで弓ザ 
∴ �電話手癖は来錠℡802－992 ���0 

＜対　象＞　未就学の赤子さんとバIt ���� 

＜麗貝＞！5左程麿 酸く締切＞語座赫日まで　‾” ∴∴÷ �� �持 

園畿 ��� � 

溺題額嚢　！主催・聞合せ：下軸馳域ケアつ弓が！ 
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亜覆損国表重要国語檀町‾‾‾‾‾‾‾ 

一一一∴∴一　　　　一一　　∴∴十一一 

∴ 薫 ∴ �　　ふれ赤い夢サロン 饗　　日時‥毎月第2金曜日13：30～15：30 

繋∴敵目薬辞藷聾プラザ2階多目的ホール 

ホ茶の譜サロン　　　　　　　　　　＿ii緩翁　j緩態 
ーi‾i藩羅漢罵　　i窪やi＿iiii粗i∴一一 

∴∴∴－′：：∴∵　：：〕：1（∴／ヽ．∴ 

日時：毎月第2火曜日13：30～15：30 ��∴∴∴定一ト∴∴ 

場所：下和泉地域ケアプラザ　2階多目的ホール　　轟報蕊∵麹整表 
会費：100円（別途材料費等がかかる場合有）　　　　諭／欄 

談義蔭鵬静粛遊岬シ　　　　　　ー 
：へ：へ∴ ∴＿∴∴∴　∴子∴ ∴∵∴∴盤一龍一 ��日時：毎月第4火曜日　13：30～15：30 

場所：みなみコミュニティハウス 
会費：100円（別途材料費等がかかる場合有） 

∴∴∴一∴∴∴：一一 

．∴　　　　　　　∴言÷： 

ぬくもり布おもちゃの貸出　」8日囲 
：：王寺：言∴ 

下和泉地域ケアプラザでは、ボランティアさん　　前里∴∴∴∴ヽ蝶‾ご 
主著i諜芋誓書謹嵩あ増す。騎当をつ謡　言、∴－ 

ぜひ、お子さんと‾緒に遊んでください♪蒸発鐙諒　＝＼態懇情 

受付：下和泉地域ケアプラザ　＝懸案蓄 貸出期間：2週間　、＿、、。＿二、．＿1、証 　　　　≧く〇・＼＼－ 

：∵　∴∴一∴一二二∴二三二二二　∴∴∴∴　∴÷∵「∴∴∵∴∴「∴∴ 



営

子育て �を彊寒＿E量寡 �三隅　▲ 

月 �火 �水 �木 �金 �土 

「 �2 �3 �4 �し辛 �6 
割 �9 �「 �11 �蜜12 富士見が丘地区 子育てサロン （1000ノー1200） �13 

韓 サロンおあしす 〈1000′）1600） �轡子育て相談 1000）1200） だんlまぽ 〈10敬｝）1230〉 ��サロンおあしす （1000～1650） 

轟　　15 �　16 韓 �17 �18 �裁　　19 �20 ‾　サロンおあしす �置 　去　　　ヽ 

サロンおあしす �子育て相談 �下請泉地区社擾 子育てサロン �智慧欝 �子配てサロン ぼっが懸か 
〈1000へノ1600〉 �（10：00→ノ1200） �（10：00へ・11：30〉 ��（930／〉12：30） 

鵡　　22 �23 �24 �25 �。　　　26 �⑧　　27 
〃l◆ � �富士見が丘地区 子育てサロン 〈100〇・一1200） 

サロンおあしす �子育て相談 �富士塚子育てサロン �サロンおあしす ��おもちゃ図書館 

（1000へノ1600） �（10α｝）1200） �（1000～1工敏馴 �（1000～1600〉 ��（1300′）1500） 

29 �30 �31 � � � 

サロンおあしす （10て）0～1600〉 �轡 子育て相談 （1000～1200 

“泉区地域子育て支援拠点すきっぷ（℡805℃111）曹

・おやこの広場ぽっぽの家（℡800－5760）　義

博屋自治会館（問合せ‥高見な803－8667）　窃

下和泉住宅自治会館（問合せ：尾崎℡805－3571）合

下和泉住宅自治会館（問合せ：苗場℡80十8801）⑧

・下和泉地域ケアプラザ（℡802－9920）

和泉第一町内会館（問合せ：成田℡070－6452－1534）

・・富士塚自治会館（問合せ：益子℡801－0585）

‥横内宅（℡803－1142）

…いずみ会館（℡801－8425）

重
態
観
や
♯
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粥が妾出しこ自分らしく　　　漆芸まこんにちは 
∴；「嘉一∴ 

雷らし続けられる地域勘培剖とと靴閉脚驚 辛目の董滝壷暖コ一軍イ春“唇音i ��∴∵∴∴∴：∴ ∴∴∴÷∴∴二 言∴∴ �木下ですo 

スー！。－「ぼ馴拗一　　　　　　　　　　　　　　・i‾劇 ��ir　事‾ �置i 級長 � 移動スーパ マート」の聴許を提供され「仇し一概一ム袴でしこ」の　　管長 ��∴三．rすご∴ ��寒 

「　　　　　・　　　　裁庭で開催　　　　　　　　．ェ・　＿ ���富． �書睦 

需藷：霊開園陛 　　　　　　一書ji �彊蝿雷i＿ �ケアて弓廿の肢員も 　　います 

謂器器語調∴∴∴抑え自書蛭 ���軍閥 �量嵩閑雲 ∴∴ 芝生の疏庭に遊びはきて潤台－　　　　　　　　　∴叢 ���隔蓬 

諾≒晒ゲル寒韓国宗一 
悲観灘1月の予定

醍 �月　！ �火 �水 �木 �金 �土 
手　　元願∴∴∴　雪 �2 �3 �4 �5 �6 

擢窮　！ �蘇鰭鞘 �線態購 ���吹矢サークル 健康太極拳 

了 �8 　成人の田 �9　　　　子育て相談 �10 　健康づくり教室 �ll 　ガーデン 　パン販売 �12 ふれあい夢サロン 　健康相談 �13 

グリングリン うた声サポーター お茶のみサロン ドライフルーツ等販売 

綿 �15“ 　体操の会 �16子育て相談 　グリンダノン 占う崇罵言 �悟某誌器； ー　パン販売 �18赤ちゃん教室 　パン販売 �tg �20 吹矢サークル 　健康太極拳 

＆i �22 　線館瑞 �車子育て椴 1 日ライフルーツ等醸 �広 �25　ガーデン コーヒーサロン 　パン販売 �26 　健康相談 �27 　吹矢サークル 絵本の読み聞かせ講 

名馬 �29 �車子育て轍 i † lドライフルーツ等販売 �厄I i � 

下和泉地域ケアプラザだより　〈第107号〉 

発行日：平成29年11月24日 

発　行：社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 

横浜市下和泉地域ケアプラザ 

責任者：所長　星野　亮 

連絡先：泉区和泉が丘1－26－1 

TEL：802－9920 

匡AX：802－9927 


