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「ケアプラザ」の機能

バス停原田の目の前はある押ラス張りの建物。

「下和泉地区センター」と「下和泉地域ケアプラザ」

2つの施設があることを皆さんご存知ですか？

「ケアプラザ」とは“

地域の方々が住み慣れた地域で、寒蕊＿ 安心して暮らせるようお手伝いを畿 �｝∴∴　－ � � 
．十十 ��i塾 尋 

しています。 � 

地域活動交流 

●地域の皆さんの福祉活動の場を提供し、 

活動の支援をします。（部屋の貸出など） 

●講座や講演会などを開催して、世代間交流、 

地域の皆さんの交流の場などを提供します。 

●ボランティア相談　　　　　　　　　など 

地域包括支援センター 

●地域の身近な相談窓口として、福祉裏保健な 

どlこ関する相談を専門の相談員がお受けし 

ます。 

★和泉町1－3299番地（旧住所）下飯田町 

下和泉“和泉が丘・和泉中央南の一部 

護保険事 
●安心してご自宅で生活が送れるよう、ケアマネジャー 

が居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し、必要な 

サービスの調整や関係機関との連絡などを行なって 

います。 

●日帰りで送迎・食事・入浴“健康チェック・レクljエ 
－ション等のサービスを提供しています。 

（デイサービス） 

活支援体制整備事業 

●高齢者が身近な地域で暮らし続けられ 

るようは、あらゆる地域の人たちが連 

携〃協力する地域づくりを行います。 

●高齢者になっても、地域で活躍しても 

らえるような地域の体制づくりをして 

いきます 

職員の顔ぶれがすごし変わっていますが、今以上lこ相談を

＼＼－＿－＿一一－

してもらえるケアプラザ

目指していきますので、よろしくお願い致しますl

赤いジャンパーが現れたら下和泉地域ケアプラザの職員ですので、

みなさま気軽にお声掛けください♪
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認知症サポーター養成講座 
～認知症を学び、地域で支える～ 

認知症サポーターとは『何か』特別なことをする人ではありません。 

認知症を正しく学び理解することで、自分たちの問題として認識し、 � 

日常の中でちょっとした手助けや優しい対応ができる家族や地域の応援者なのです。 � 

このほかにも皆さんのタメになるお話も用意しています。 � 

たくさんのみなさまのご参加をお待ちしています。 

量量　2018年5月29日（火）13：00－15：00 
‾　言　下和泉地域ケアプラザ多目的空士と　霧議＼・ � 

◆ 腿i 

尊動醐象：認知窪に関ふのある方鄭聞き髄謬議 定員：50名　　園6割彊義民案 緒 　　　言一　㌧∴一 �態 “＼〝笑キ ー1∴ 誤 

誰珊電胞して自給怜むく墓らし簡すられる地域を 

畢艶既望今月の醒彊寵醸謹話麗辞幕間籍弼 

畷翻議醸㌍軽
移動スーパーぽかぽかマートの

ロゴマークが青柳璃己さんのデ

ザインに決定しました。マーク

考案に学年で取り組んでくださ

った下和泉小学校3年生（当時）

の学年集会で表彰式を行いまし

麗霊雷閤笹鶉麗蟹麿 こんにちは　木下です。

ぽかぽかマート大賞　　青柳璃己さん

ぽかぽかマート特別賞　　塚原愛琉さん

なでしこ賞　　小山悠月さん

下和泉地域ケアプラザ所長賞　　原里南さん

下和泉連合町内会会長賞　　加治木珠乃さん
含有祉協‾蓋し仝－∠ゝ長轄

1た（3月19日）。 �����������������圭 �下和泉地区社会福祉協議会会長貴 び　　　山本ののかさん 
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，　　　　－ �∵ 叢話績 �������� ��議団鹸 �謀議 ��∴ －二十∴ � ��黍、 ��∴ サロンへの送迎支援の 

l涛 奈美 － ∴ ∴∴ ��∴ ∴∴ � ��� ������� ��謹襲一逮塾醒 　三善 、ニー ∴一∴ ∴「∴ � �；／1多 �、／肴　！（ �　葉－ ．∴∴㍉∴ 糠謬＼ ���� �取り組みが神奈川新聞 4月17日、4月24日 に掲載されました。 ～ただいま世話人募集中～ 
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、6月の予定
配 �月 �火 �水 �木 �金、 �‾土 

1 　億度相談 �2 　吹矢サークル 　健康太極拳 

3 �4 　体操の会 �5子育て相談 　グリングリン うた声サポーター ドライフルーツ等販売 �6子育てサロン 下和泉健康麻雀クラブ 　パン販売 �7 　ガーデン 　パン販売 �8 �g 

IO �11 �12子育て相談 お茶のみサロン ドライフルーツ等販売 �13 �14 　パン販売 �15 �76 　吹矢サークル 　健康太極拳 

17 �18 �lg　　　子育て相談 �20　　子育てサロン �21　　赤ちゃん教室 �2g 　うた声サポーター �23 　吹矢サークル 

グリングリン ドライフルーツ等販売 �下和泉健康麻雀クラブ 　パン販売 �ガーデン パン販売 

2g �25 　休館日 �26子育て相談 　グリングリン ドライフルーツ等販売 �27 �28 コーヒーサロン 　パン販売 �2g 　健康相談 �30 

手三重 �竃壇mEgか三関88m 

∴：較∴蜜「輪∴翰－ � 

月 �火 �‘水 ��木 ��金 ��土 

叢　　1 ��2 －－ ○ 子育てサロン lまっかぼか （930～－230） 

4 �5 �6 ��7 ��●●●　　　　　8 ��。．　　　9 
鑓 サロンおあしす �常子託相談 �尊 下和泉子育てサロン ��サロンおあしす ��● 富士見が丘地区 子育てサロン �� 

（1000～1200 ���（1000）16脚 ● ����プレイパ」ク 

（1000～1600 ��〈1000′）1130〉 ��ブおもちゃ図書館 （13：00～1530〉 ��（1000～1200〉 ��（撰野公園） 

鵡　11 �鰐子育て相談12 �13 �� �14 �j輩　　　15 ��⑧　16 ○ 

サロンおあしす �（1000～1200 ���サロンおあしす ��子育てサロン ぽっかぼか ��おもちゃ図書館 

〈1000～1600 �こ“たんばぽ 1000～123（動 ���（1000）1600 ��（9：30～1230） ��（1300～1500 

轡18 サロンおあしす �鰐　19 �曹　20 下和泉地区社協 子育てサロン �� �21 �e �22 �23 ‾　サロンおあしす ��富士見が丘地区 子育てサロン 

子育て相談 ���患駕謹謡 〈13∞）1530〉 
（1000～1600 �〈10的〉1200） �〈10：00′）1130〉 ����（10勧〇一1200 

韓　25 サロンおあしす �　26 曹子育て相談 � �27 � �28 �29 ��30 鬱 富士塚子育てサロン ��宙 サロンおあしす 

（10：00－1600 �（1000～1200） �（1000－1130〉 ��（1000－160靭 

禽…泉区地域子育て支援拠点すきっぷ（℡805－6111）等…下和泉地域ケアプラザ（℡802－9920）

霊：諾嵩蓄蒜謀議7）許諾慧諾意器霊）
や　…下和泉住宅自治会館（問合せ‥尾崎℡805－3571）宙…横内宅（℡803‾1142）

輩…下和泉住宅自治会館（問合せ‥苗場℡801－8801）⑧‥いずみ会館（℡801‾8425）
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第の加ん屡んりγキング

蟹画趣問題国画画題画題蘭画関醒園園踵題額画題醒頭顧画題題画闘聞

出乍年末に取材させていただいた‘●男のかんたんクッキング　‥さんに、3月
国19日に、またまた、お邪魔させていただきました。　　　　　　　　　畳
語その後、掲示物や知人からのお誘いもあり、新メンバーが2人加わり、益々パワ国
国－アップされ、和やかで楽しい時間を過ごされていました♪
置引き続き、新メンバー募集中です！

まずは一度ご見学にお越しください。登　　）　　　、　I　」　ヽ－＿′　V l O

園詰問田圃圃園圃田圃二国間国勢
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二二、＿＿霊薬ま＿ �� �∴㌫繋∴三言嘉＿　二，園田∴．＼惑 

湛三∴二三‾二言ニ‾二言二言二間画囲蘭、這 　　　　　　　J主．∴一軍∴工 ��恒頴垂i∴頓顕提∴∴謹選題 ●● ゝiエJ，＿ 

＝、き 一∴ 、‾三 愛三 ＿‡乏一 問憶 �桑　　　　☆今年度の活動予定☆ 

窯窄i 

毎月第3月曜日　9時～12時 �註 ∴∴ 

（8月はお休みです。） 

下和泉地区センタ「調理室にて“ 

活動しています！ 

∴∴∴　幸手∴ミ手書 ∴∴　　　　∴ 

」∴∴づ∴∴∴一i∴∴　　　　　　　　　　　　　　∵∴ � 

ご興味のある方は、

ケアプラザでこんな企画をやってほしい！ 
ボランティアがしてみたい！ 
こんな活動したい！団体をたちあげたい！ 
広報紙にこんな記事をのせてほしい！ 
貸室のアレコレ！ 下和泉地域ケアプラザ佐藤まで♪ 
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