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2面子庭の手入れの会」で仲間をつくりませんか？　＿彊麗閣議　　介護保険認定 

3面‥語諾驚㌫ディネ一夕‾　　　　盤i‾　　申請できます 
子育てひろば～子育てサロン7月の予定～　一議繋雑言蓮華態 ��黙認浅識　特別養護老人ホーム 

4両写譜ポイントリザ－設置してます　軽薄葉高桑喜弼隠　入所申込書あります 

しもずく 

釈齢軍艦競る

鰹廊・鮎力づく竃！
噛瞳で講勤している印し易ザ！こ巷間して館膝緩持して、

腔も鮎も千着で署と生活し暮しょ干！

下和泉薩康づくり教室 

割こち：月によって異なります 
お問合せください 

時間：10：00～11：30 

場所：下和泉地域ケアプラザ 
多目的ホール 

持ち物：動きやすい服装、飲み物 

富士見が丘地区　鰹康づくり活動 

日にち：毎月第1、3火曜日 

時間：9：30～11：00 

（9：00～血圧測定） 

場所：みなみコミュニティハウス 
持ち物：動きやすい服装、上履き 

飲み物、タオル、帽子 
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「庭の手入れの会」で仲間をつくりませんか？

「庭の手入れの会」は下和泉地区の一人暮らしのご高齢の方や、庭の

手入れが困難な方を対象にお庭の手入れをお手伝いしているグループ
です。1回の活動は午前中の2時間程度で、初心者の方でも手入れの
方法を覚えながら、無理なく楽しく活動できます！

定例会ではおいしいコーヒーを飲みながら、日程調整や活動の確認を
しています♪年に数回懇親会も行っており、ウイウイ楽しい会です！
庭の手入れなどがお好きな方、地域活動に参加してみたいと思ってい
る方、ぜひ庭の手入れの会に参加してみませんか？

定例会：毎月第4木曜日14：00～15：00 

作業実施日はボランティアの人数と天候で決めています。 

毎回でなくても、参加できるときに参加していただいてます！ 

詳しくは下和泉地域ケアプラザまでお問い合わせください♪ 

誰も棚提出して患翁島懐く暮らし続け翻る地域を 

謎離遺草今烏銅盤罷襲麗聾韓驚塘蕪辞轄誰 
この地域の人びとと歩んでいく

鬱繋　讃璽　馨繋　義塾　襲輩　糞婆　繋導　馨犠　霊薬　遥議　案輩　義繋　欒義　義塾

議表　言霊、遥嚢　泰盛∴強震　鷲露∴轟嚢　導惑i　轟零　泰盛∴馨姦　通遽∴頚寒　義援

認知症カフェぼかぼかサロン

毎月1回、この5月までに8回開催しました。

「編み物が得意だったのね口「折り紙を最後まで取り組ん

だ口と認知症当事者の定の新たな一面の発見もありまし

た。地域の方と過ごす時間は軸難に秘めた豊かな表橋を引き

出してくれます。また、同世代の歌や話しで盛り上がる場面

も。認知症の方が地域の方と生き生きと活動している姿には

希望を感じますし認知症への見方を変えるとも思えます。

7年後の2025年、日本では65歳以上の5人に一人が

認知症だと推計されています。誰もが関わる可能蛙がある身

近な病気。だとしたら「認知症になっても」安心して生活で
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きる地域が大殿 思うのでした。

こんにちは　木下です。
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どなたでもこ奮加いただけます 

馬ごと蹄イベント強襲暴繊準尋常i薫襲－‾i 
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邁軽密書亨軍営を善治－ザ疎通ムなでしこ軸蛤穏謡います 

笥党義　蕉輩寓　話黎致粉、墨霊醇 
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毎日第2金曜日 

璃輌；下軸泉住宅自治会彊 

毎日第4金曜日 

塚輔：和泉第一町内会鐙 

lo：00－lt∴30 

垂加費：親子で！00円 

対象：乳鍋馳善の保護者讃義 ′　　　　　　　　　　　　　　∵∴∴∴． 

－iユ」＿、工＿《　褒i 　　∴ 

le：00－着l：番0 

囁輔：下軸泉地域すず嶋弓畔 

釜加賀：親子でlceR 

対象：乳幼児と善の保護者 1－ノ 
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2 ��3 ��鰐　　4 ��⑧∴Lj ��叢　　　6 �7 
議案書8日雪雲葛 ��や ������子育てサロン 

サロンおあしす ��子育て相談 ��下和泉子育てサロン ��おもちゃ図書館 ��ぽっが接か 

〈1000～16：00〉 ��（10抑）1200） ��（1000～1130） ��0300～1530〉 ��（930へノ1230） 

態　　9 �� �10 �11 1 �� �12 �「 �‥　　　14 子育て相談 ���� ��� 

サロンおあしす ��1000－1200） ����サロンお務しす ���プレイパーク 

（1000～1600） ��塗たんば麿 1000～1230〉 ����（1000へノ1600） ���（撲野公園） 

鵡16 サロンおあしす ��17 �� �18 � �19 �地◆　　　20 ◆　場○ �21 
下軸泉地区社擾 子育てサロン ��サロンおあしす ��子育てサロン ぽっが態か 

子育て櫓談 ����（10：α｝）16①α ● 

（1000′）1600） ��（10tX手、ノ1200） ��〈1000′－ノ1130〉 ��⑧ぉもちや図鶉 （13：○○〉1530〉 ��（930〆、ノ12：30） 

轟　　23 ��轡　24 ��鬱　　25 �� �26 �「 �⑧　　28 圏図888萱＝田 

サロンお務しす ��子育て揮発 ��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） ��（10的ー）12：∞） ��（10○○へ弓130） ��〈1000～1600〉 ���（13敬0～15敬の 

30 ��　21 鰐子育て相談 （1000／）12001 ��「 ��「 ��「 � 
韓 サロンおあしす 〈10：00′〉1600亨 

垂…泉区地域子育て支援拠点すきっぷ（℡805－6111）鮮

麗：蓄器蓄撃器7）憲
や・・下和泉住宅自治会館（問合せ‥尾崎℡805－3571）軽

輩…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℡80十0585）

…横内宅（℡803－1142）

‥・いずみ会館（℡801－8425）
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富力細事お箸薦イブト報国宮腰

設置し奪い諌詰！
18歳以上の横浜市民等が対象の「よこはま

ウォーキングポイント」あなさん活用されて

いますか？ケアプラザにも芳歩計を持って

！ケアプラザにはウオーキング増えています

∴∴∴： 「∴ 麗 子∴ 醸馨選 �一　ウオーキングポイントの ��������〈 

謬i　旗が目印です♪ 
千　言 ∴∴ � 

ー　／ ������麗訪れるかた 

－；漆薫∴∴〕 ���� �� �∴ ‾震∴1㌔」ノ－　！ 
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∴∴一 ����十、‾‾〇二 �� �iプリが配信 

饗 �i �＼ヽ 

ダーだけでなく、申込閏紙も置いてあります

持ちでない定は数に限りがおるようなので、

し込みください！

0年4月からはスマートフォン尋問歩数計ア

タートしています！アプリならではのゲーム

す♪スマートフォンをお持ちの励ま、「よこは

まウオーキングポイント」と検索してアプリをダウンロー

ドしてみてください♪

訂‾「 �‾月　， �火 �京 �采 �金 �＿土 

十 �2l 　体操の会 �∴：÷： 量イフルーツ報売 �4子育てサロン 下軸泉棲駐韓雀クラブ 　パン競売 �序 健康づくり教室 　パン販売 �6 i∴∴∴∴軽蔑相殺 �　t j 　健康太軽輩 l∴∴頓摸サ－ケル 

轟 �g i �車1子育て椴 お茶のみサロン ドライフルーツ等販売 �車 �12 　ガーデン 　パン販売 �車 i i �巨 ！ 

官営 �！青 海餓醍 l �tア　　　子育て相談 �tg　　子育てサロン �tg赤ちゃん教室 lパン販売 �20 �PI 　軽蔑太軽輩 ！∴蝦サ－和幸 

ダノンダノン ドライフルーツ等販売 �下和泉擾康麻雀クラブ 　パン寝藁 

竿 i l ！ �i3 　韓蟹謹 �24　　　子鷺て棺讃 �塵 ！ �薮Fi∴∴∴ガーデン �27 うた声サポーター 　軽蔑懇談 �1 甜i l i 馳－ク弓 
ダノングリン ドライフルーツ等販売 ��コーヒ地サロン 　パン販売 

空曹 二gもの クラフトアート教室 �30 し ‡ �37　　　手薄で椙韻 �l 

ドライブ舟－ツ等販売 �！ 
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