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新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、新しい年をおむかえのこととお喜び申し上げます。
施設のエレベーターが新しくなり、現在ボイラーの更新工事の最中でございます。快適
にご利用していただけるよう、修繕を行っております。皆様にはご迷惑をおかけいたしておりま
すが、ご協力に感謝申し上げます。
2023 年皆様にとって素晴らしい年でありますよう、心からお祈り申し上げます。本年も職
員共々どうぞよろしくお願いいたします。
横浜市川井地域ケアプラザ
き た せ

じゅんこ

所長 北瀬 淳子

かわい文化祭に出品してくださる作品を募集します。
写真や絵画、手工芸などご自身の作品を展示して

かわい文化祭

地域の皆様にお披露目しませんか？
ご希望の方は、ご連絡をお願いいたします。

３月 11 日(土)・12 日(日)
10：00～15：00

【お問合せ・お申込：地域活動交流 955-1111】

※３月 10 日搬入・12 日搬出をご自身で
できる方に限ります。
※出品点数に上限を設けることがあります。

受付締切：２月１５日（水）
≪お願い≫
日頃より、川井地域ケアプラザをご利用いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、自主事業などを中止とする場合がございます。貸館にあたり、下記のご協力をお願いいたします。

≪開館時間≫
平日・土曜・・・9 時～２１時
日曜・祝日・・・9 時～１７時

※18 時以降に施設利用予約がない場合は 18 時閉館

お問合せ・お申込 電話９５５－１１１１

※状況により変更・中止になる場合がありますのでご理解ください

ＧＯＧＯ

川井 アカデミー

初めてのご参加
大歓迎！

２月２３日（木・祝） 13：30～15：00

講師：歯科衛生士 岩﨑 一代 先生

講師：介護予防運動指導員 金子 景子 先生

定員：30 名
（要申込）

参加費無料

初めての方
大歓迎！

単発参加
できます

音楽会
「多様性」を意味する‘ダイバーシティ’。障がい・
疾病有無、性別、国籍、世代を超えて、いろんな人が
気兼ねなく一緒に楽しめる多様性のあるコンサート
をケアプラザが提供させて頂きます。全ての人が
寄り添える音楽会をご一緒に♪

開催日：３月５日(日)
13：30～14：30
参加費：無料
定 員：20 名（要申込）
対 象：赤ちゃんをお連れの方から高齢者まで、
どなたでも。各種障がいのある方もお気
兼ねなく♪

2008 年夏に創設された
団体で、福祉施設や学校を
中心にあちこち出掛けて
いってショウを上演しています。気楽に楽しんでもらえ
るストーリーに織り交ぜてカラフルな歌とダンスをお
届けしています。また皆様の前で上演できることとなり
メンバー一同とても張り切っています。

※ファミリーシートのご用意があります！

持ち物：上履き、下足入れ

ご報告

川井小学校

近隣の学校での福祉授業

報告者：地域交流コーディネーター 大神田絵美

11/2(水) 聴覚障がい理解講座
市立ろう特別支援学校教諭のご協力に
より実施された講座のお手伝いに
ケアプラザも参加させていただきました。

11/17(木) 認知症サポーター養成講座
長寿社会では誰もがかかり
うる認知症についての正しい
理解と接し方をお話ししました。

12/8(木) 視覚障がい理解講座
視覚障がい当事者の方と
旭区社会福祉協議会のご
協力により、声掛けの大切
さをお伝えしました。

よこはま
ミュージカル牧場

都岡小学校

12/1(木) 視覚障がい理解講座
市立盲特別支援学校卒業の
Ko-sei 氏協力のもと、演奏の他
伴奏に併せて児童が虹やビリーブ
を歌い、交流を深めました。

12/2(金) 認知症サポーター養成講座
川井小同様に、誰もがかかり
うる認知症についての正しい
理解と接し方をご紹介しました。

12/5(月) 車いすﾕｰｻﾞｰとのﾎﾞｯﾁｬ交流会
車いす当事者４名を招いて
体育館で４コートに分かれて
ボッチャを通じて車椅子ユーザー
の皆さんと交流を深めました。
いただきました。

相談専用ダイヤル 959-0066

地域包括支援センター

担当：世良田社会福祉士(管理者)、
田村主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、中野渡保健師

こんな時はご相談ください
同じ地域で楽しめる
イベントやサークルが知りたい！

体調や健康維持が心配…
介護保険サービスを利用したい

近ごろ金銭管理が不安

ご近所で怒鳴り声がする…
大丈夫かしら？

最近姿を見かけなくなった
高齢者がいる

高齢者の悩みや困りごとは様々です。地域包括支援センターでは介護・健康
づくり・医療・福祉、認知症の人の金銭管理・虐待など、ご本人だけでなく
そのご家族や地域の方々が不安に思っている様々な相談に応じています。些
細なことでも良いので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相談専用ダイヤル

居宅介護支援（ケアマネジャー）
～

来所相談を
ご希望の際は
あらかじめ
お電話ください

９５９－００６６

担当：坂田(管理者)、和智、善積、森川

言語聴覚士サービスのご案内 ～

介護保険サービスで、訪問や通所等で言語聴覚士のリハビリサービスを受ける事ができます。
① 食事中むせてしまうことが多い⇒
② 言葉が出てこない障害がある⇒
③ 発声に障害がある⇒

食べるリハビリ（飲み込む訓練・食事環境の調整など）
コミュニケーションのリハビリ（言語の訓練・伝達方法の指導など）

話すリハビリ（発音の訓練・文字盤やスマホの実用指導など）

お困りの方は、是非ご相談ください。お気軽にどうぞ！！

通所介護（デイサービス）

担当：増田(管理者)、藤井(生活相談員)、
高野(生活相談員)、林(生活相談員)

＜謹賀新年＞
新年明けましておめでとうございます。
いよいよ 2023 年になりました。昨年も新型コロナ
ウィルスの影響で、我慢をしなくてはならないことが多々あり
ましたが、ご利用者様のおかげもあり、感染予防を行いながら工夫して
沢山の企画を行うことができました。本当にありがとうございました。
やはり、デイサービスに来たら「楽しかった」と
思って頂けることが一番！今年も皆様に、楽しく
ご来所頂けるように精進してまいります。
本年もよろしくお願い致します。

サ ロ ン 紹 介
２０余年間ありがとうございました

寒い時期ですが、ケアプラザで温まりませんか？

第１金曜日（1 月は第２金曜日） 第１火曜日（1 月は第２火曜日） ２０余年の長きにわたり
13：00～15：00
12：30～15：00
地域に潤いのある集いの場

コーヒー＆お菓子 200 円

他

１月の予定表

をご提供くださり、職員一同
こころより感謝申し上げます。

手作りおやつ＆お茶 120 円

開館時間

月～土 9:00～21:00

日･祝 9：00～17：00

※月～土の夜間の利用予約が無い場合、18：00 閉館としています

※ケアプラザの自主事業と旭区事業のみ掲載

※状況により変更・中止になる場合がありますのでご理解ください
日
月
火
水
※内容は変更や中止になる場合があります
1
２
３
４

木
５

休館日

休館日

休館日

ナイト骨盤体操

8

9

10

８月の予定表

11
開館時間
・子育て支援者事業

金
6

12
月～土 9:00～21:00

土
7
ギターCLUB かわい

13
14
日･祝 9：00～17：00

お習字キッズ
・菜園隊
※ケアプラザの自主事業と旭区事業のみ掲載
・ふれ愛サロンかわい

15

16

22

23

けあぷら音楽会

29

30

17

18

19

20

21

・子育て支援者事業
・菜園隊

学習サロン

・ピアノソング
・ナイト骨盤体操
・親子のお楽しみ
スペース

・楽しく親子リトミック
・GOGO★
川井アカデミー

ギターCLUB かわい

24

25

26

27

28

・子育て支援者事業
・菜園隊

学習サロン

お習字キッズ

新春かわい演芸会

31
・子育て支援者事業
・菜園隊

生活支援体制整備事業は
地域の皆様が主役となる活動の
お手伝いをします

地域目標

地域で、こんな活動をしてみたい！地域で、こんな取組があったらいいのに！など、なんでもご相談ください

A:見える支え合いをしよう

B:健康寿命を延ばそう

ちょこっとボランティアかわい主催

介護保険制度を理解しよう・掃除の
ための知識と掃除のコツ 研 修 会

C:住民同士がつながろう

都岡町町内会

お餅つき

１２月 3 日（土） ちょこっとボランティアかわいの研修会を
開催致しました。介護保険制度について地域包括支援セン
ター職員がお話を、掃除のプロ！ダスキンから掃除のコツ
を教えて頂きました。ちょこっとボランティアかわいの皆
様は川井地区のつながりと助け合いの活動をされていま
す。
１２月 4 日（日） 都岡町公園にて、「お餅つき大会」が
開催されました。 小さなお子さんからお年寄りの
方々が今年も集まり賑やかな会となりました。地域行
事に楽しく参加されていました。

