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催日）7月1日（月 ��）8月はお休みです。 �開催日）7月3日（水）、8月7日 �（水） �開催日）7月4日（∃ 

間）10：00～11：00 ���時　間）10：00～10：45 ��日（木）、26【 
対　象）概ね60歳未満の女性　　　　　密 ��時　間）13：30～14： 

象）地域の方 ���内　容）ストレス解消、筋力維 �持、美し言′ �対　象）概ね60歳以． 

容）フィットネスツールを使い楽し巨 ���い姿勢の維持などに効果的な運上 ��内容）イスに座って 　ずきゃ転倒 　を動かして 参加費）300円／回 

く体を動かしましょう！ ���動です。 

加費）100円／回 ���参加費）300円／回　　　　　　　　　　　墨 

集数）登録制です。（現在定員いっぱい ���募集数）登録制です。　　　巨≡ 持ち物）タオル・飲み物・室内履き（体育一一 ��募集数）登録制です。 

となっております） �����学　　　受 
…書　　館履きやスニーカーなど） ��持ち物）室内履き（体l 

ち物）飲み物　　　　　　　　日　　動きやすい服装でお越し下さい。巨ミ �����－など） 

淋ノ苫蓼邪巾u　L　ワ　○ �L募集数）登録制です。 　　見学を随時受 

物）タオル・飲み物・室内履き（体育 
館履きやスニーカーなど） �至持ち物）室内履き（体 
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千手三三十一番・…▼ �常田ン梅疇 
日）7月12日（金）、8■月9日（金） �開催日）7月19日（二 時間）13：00～14： 対象）地域の方 

毎月第2金曜日開催 
（祝日はお休みです） 

間）15：00～17：00　　　　　　　　　巨 

持

開催日）7月7日（日）8月はお休みです。

時　間）13：00～14：00

対　象）陣がい就労者

内　容）月1回日曜日、楽しく運動をし

て日頃の運動不足を解消しまし

ょう。

参加費）300円／回

募集数）若干名の追加募集中

持ち物）着替え・飲み物・室内履き

整体紺藍骨盤槻
開催日）8月9日（金）
時　間）10：30～11：30

対　象）未就園児を養育中の保護者の方
内　容）自宅へ帰ってからもご自分でで

きる体操です。
参加費）300円／回　保育料500円／1名
募集数）保育あり12名、保育なし10名

＿※7／19時より申込み受付開始
持ち物）手ぬぐいサイズのタオル暮飲み物

保育をご希望の方はお子様用の
オムツ・着替え■飲み物

象）小学生
容）将棋をやってみたいと思ってい

る小学生のみなさん、優しいボ
ランティアさんと一緒に将棋
を楽しんでみませんか。

参加費）無料
募集数）申込み不要です
持ち物）なし

㌣十干∵
開催日）8月24日（土）

時　間）10：00～11：30

対　象）幼稚園児～小学生の親子

内　容）栄養士さんの話を聞いた後は、

楽しいピザを作りをします。

参加費）無料

募集数）15組

準7／119時より申込み受付開始

持ち物）エプロン・三角巾

内　容）お茶とお菜ニ

ランティ二

しみ下さし

参加費）100円／回（i

募集数）申込み不要1

催し物）当日のお楽し

サ†、き「、’：rア十

開催日）9月12日

時　間）10：00～13：

対　象）概ね60歳以
内　容）災害に備え

理を実習しヨ
参加費）800円

募集数）8名
※8／6　9時・

持ち物）エプロン・三

貸室の空き情報

是非一度のぞい－

URL）　http：
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7月4日（木）、11日（木）、181開催日）7月5日（金）一 ヨ（木）、26日（木） 13：30～14：45 概ね60歳以上の方 を動かしてみませんか。しく行うf 300円／回 登録制です。 見学を随時受付けています。キャンセル待 －など）蔓 

喜j

巨≡

、8月はお休みです。

就園児の親子

具を使い親子で楽

体操です。

ち受付中。

開催日）7月6日（土）、7月二

時　間）10：00～11：00

対　象）中高年の方
内　容）マットやボールを使L

を目的とした体操を毒
参加費）300円／回

募集数）登録制です。
見学を随時受付けてl

持ち物）室内履き（体育館履き
－など）動きやすい朋

司催日）7月19日（金）、8月16日（金）

寺　聞）13：00～14：00

寸　象）地域の方

容）お茶とお菓子を頂きながら、ボ妄三

ランティアさんの発表をお楽巨

しみ下さい。

加費）100円／回（お茶・お菓子つき）

集数）申込み不要です。

し物）当日のお楽しみ！

間）10：00～13：00

象）概ね60歳以上の男性
容）災害に備えて、火を使わない料

理を実習します。
加費）800円

集散）8名
※8／6　9時より申込み受付開始

ち物）エプロン・三角巾・タオル・布巾

郡誓願

・・二幸享亨手†二十㌧電炉撃

開催日）7月20日（土）、8月15日（木）

時　間）10：00～12：00

対　象）ご家族を介護されている方
内　容）お互いの介護の悩みについて話

し合ったり、アドバイスを得た

りしてリフレッシュする集いで

す。
参加費）無料

募集数）若干名の追加募集中

持ち物）なし

・・・○エアルナl一・一弓、’ぐ

．認知症予防

開催日）7月25日（木）、8月

時　間）13：30～15：00

対　象）60歳以上の方

内　容）コットンなどを使い

トントンとハガキに色弓

参加費）100円（材料費）

募集数）若干名の追加募集中

持ち物）なし

、・心軒節；習琴轡お宅時雨庶無碍蜜才へ■て♪

よこはま健康スタンプうり恥が7摺よ喝綴じ護ります¢
よこはま健康スタンプラ臣現凱健康づくり事業に参加するともらえる二
2つ集めて景品などに応募できる事業です。

屏風ケ浦地域ケアプラザ対象事業は

〔オヤジの台所t整体ヨガと骨盤体操鯵敦隆勧め者麻雀教葦
おんぶの翰♪鬱健康サボ鱒卜体操屯3B親子体操匹サロン

ボディメイクエクササイズ一二ロホッナ鍔・0青島やぴ

となっております。

．｛　モ　ミ＿　．【ここ　．■　さき 悪者崩許労相

ケアプラザのホームページのご案内ですし

貸室の空き情報・自主事業の予定暮ケアプラザで活動している団体の紹介などお役立ち情報が色々

是非一度のぞいてみて下さい。

URL）http：／／www．sh柄bufukushikai，COm／kaigo／care＿Plaza／byo＿bu／byobu＿home／by地頭圭頭
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ざんの発表をお楽
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男性
火を使わない料

申込み受付開始

巾・タオル・布巾

⊥h∴十十十十　　　　　　　　㌧

開催日）7月5日（金）、8月はお休みです。

時　間）10：00～11：00

対　象）1歳以上の未就園児の親子

内　容）専用の道具を使い親子で楽

しく行う体操です。

参加費）300円／回

募集数）登録制です。

キャンセル待ち受付中。

持ち物）飲み物

立亨早手√・一・ノミ、㊨
開催日）7月20日（土）、8月15日（木）

時　間）10：00～12：00

対　象）ご家族を介護されている方
内　容）お互いの介護の悩みについて話

し合ったり、アドバイスを得た

りしてリフレッシュする集いで

す。

参加費）無料

募集数）若干名の追加募集中

持ち物）なし

開催日）7月6日（土）、7月20日（土）

時　間）10：00～11：00

対　象）中高年の方
内　容）マットやボールを使い、介護予防

を目的とした体操を行います。
参加費）300円／回

募集数）登録制です。
見学を随時受付けています。

持ち物）室内履き（体育館履きやスニーカ
ーなど）動きやすい服装でお越し

下さい。

・■ヾごミ、、：　：・‥、ト

認知症予防
開催日）7月25日（木）、8月22日（木）

時　間）13：30～15：00

対　象）60歳以上の方

内　容）コットンなどを使い、ウルクル

トントンとハガキに色をのせます。

参加費）100円（材料章）

募集数）若干名の追加募集中

持ち物）なし

・タ、き軒常習琴轡尭亀萄覇訳鮎箪憩外連

よこ定ま壌零下が　弓手」小豆‾′岸こ㌻二王告こ鳶やま－賢い
よこはま健康スタンプラリ司ま、健康づくり事業に参加するともらえる見事ンプを
2つ集めて景品などに応募できる事業です。

屏風ケ浦地域ケアプラザ対象事業は

〔オヤジ◎台所口整体ヨガと骨盤体操幹女性観愚者麻雀教室
おんぶの翰♪！健康サボ蜘卜体操Ⅶ3B親子体操・サロン梅の里

ボディメイク王タササギ諾盛ヨ田ポッタ捗の音あそぴ

とな嶋・ンております。
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ケアプラザのホームページのご案内です！

主事業の予定・ケアプラザで活動している団体の紹介などお役立ち情報が色々

て下さい。

鱒．Shinkoufukush上垣i．com／kaigo／careTPlaza／byo＿bu／byobu＿home／byobu．html
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