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横浜市矢向地域ケアプラザ

横浜市矢向地域ケアプラザ

以下の事業は中止となっている可能性があります。

矢向地域ケアプラザ

お申し込み・お問い合せは・・・

令和４年５月 の予定

令和４年

横浜市矢向地域ケアプラザ

０４５－５７３－００２０
※事前申込要

とちのき手芸の会
矢向地域ケアプラザ主催のプログラム
講 座 名

定員

開 催 日 ・ 時 間

先着
１０組

５月２７日（金）

とちのき
子育てサロン

１０：００～１１：３０

参 加 費

無料

子

（会場：矢向地域ケアプラザ）
対 象

内

容

多目的ホールを解放！
乳幼児・保護者 滑り台や絵本等で遊び
・矢向・江ケ崎
ましょう。とちのきっずさ
地区の方
んによるお楽しみ企画な
どもあります。

育
て

５月１５日（日）

虹色ハーモニー

１５名
程度

１０：００～１１：００

５月１８日（水）

ゆっくりゆっくり
転ばん体操

１４：００～１５：００

１５名

※予約制

A お休み
B ５月１９日（木）

リフレッシュ体操

１００円
（保険料等）

２００円
（保険料等）

３００円

１３：３０～１５：００

１０：００～１１：１０

と
操 っ
ち
ー
の
ヨ
ガ

・矢向・江ケ崎
地区の方

おおむね
６０才以上

（保険料等）

５００円

どなたでも

１５名

（保険料等）

・矢向・江ケ崎
地区の方優先

５月２日・１６日（月）
朝のヨガ

おおむね
７５才以上

１５名

※予約制

体

障がいのある
お子さん・成人

※予約制

・矢向・江ケ崎
地区の方

ボランティアさんと一緒
にミュージックベルを演
奏します。保護者の方、
きょうだい児も大歓迎！
足元が不 安にな ってき
た高齢の方向けのゆっく
りペースの体操です。
「いつまでも若々しく！」
音楽に合わせた体操や
ストレッチ、ダンスを楽し
んでいます。

５月１２日・２６日（木）

木曜日のヨガ

１９：００～２０：１０

５月６日・２０日（金）

金曜日のヨガ

１９：００～２０：１０

簡単エアロビクス

１０：３０～１１：１５

エクササイズ～

昭和の寺子屋
味

５００円
（保険料等）

参加者募集中！

５月７日（土）

～青竹ふみふみ

趣

先着
１５名

５００円
（保険料等）

１０名

５月５日（木）１５：１０～１６：１０
５月１７日（火）１０：３０～１１：３０

１５名
程度

２５０円
（保険料等）

どなたでも
・矢向・江ケ崎
地区の方優先

（消耗品費
等）

大人気のヨガ ！空いて
るときは木、金、両方に
参加していただけます。
事前に登録が必要で
す。定員に達した時点で
受付終了となります。予
めご了承ください。
エアロビクス 、青竹ふみ、

おおむね

５０才以上
・矢向・江ケ崎
地区の方優先

１００円

矢向地域ケアプラザ後方支援団体の活動のご案内
歌声サロン

どなたでも
・矢向・江ケ崎
地区の方優先

どなたでも

筋トレ、ストレッチ等々…
楽しく充実の４５分間で
す。
脳トレに良いナンプレ
（数独）、計算、クイズ
等々・・いろいろ用意して
います。

～歌と語りを楽しむ～

マロニエ 定例会
矢向・江ケ崎地区保健活動推進員主催

ボッチャサロン

日 時： ５月３日（火）・１５日（日） １３：３０～１５：３０
参加費： な し
お休み

日 時： 令和４年５月１３日（金）
１３：３０～１５：００

（材料費・保険料等）

持ち物： かぎ針３～５号
※マスク着用

講 師： 趣味の会
定 員： １６名 ※矢向・江ケ崎町在住の方優先
込 ：４月２４日（日）締め切り
４月２5（月）抽選後連絡

おひとり２個分の材料
を用意しています

簡単で可愛いお花のモチーフを
ブローチにしてみました！
1 個は当日一緒に作って、余裕
のある方は 2 個目に挑戦。レシ
ピもお渡しするので、お家に持
ち帰ってゆっくり作ることもで
きます！

介護なんでも相談室

ボランティア活動の予定を決めています。
ボランティアをしたい方・マロニエ入会希望
の方は、ケアプラザまでお申し出ください。
老若男女で楽しめる「ボッチャ」
初めての方でも大丈夫です。

※事前申込不要！
出入り自由です

日 時 ： 令和４年５月２１日（土）
お気軽に
１３：３０～１５：００
ご参加下さい
場 所 ： 矢向地域ケアプラザ
ボランティアルーム
参加費 ： 無料
内 容 ： 福祉や介護の情報交換♪
※マスク着用でお願いします

介護の悩みを話し合ったり、介護方法や
制度・サービスに関する情報交換などをおこなっています。

プラザギャラリー
～当館１階のミニ作品展～
４月「木版画同好会」様
５月「やこう春の会」様
素敵な作品を廊下に
掲示する予定です。
お楽しみに！

※事前申込要！

日 程 ： ５月２９日（日） ・ ６月１２日（日）
※参加希望日をお知らせください

対 象 ： 首が座ったお子さん～
３歳までのお子さんとパパとママ
※兄弟姉妹同伴可（一人まで）
※矢向・江ケ崎町にお住まいの方優先
【事前申し込み 各回先着８組】

参加費： ４００円円

申

家族でベビーヨガ！

時 間 ： １０：３０～１１：００
場 所 ： 矢向地域ケアプラザ 多目的ホール
参加費 ： 各回一組４００円（保険料等）

場 所： 矢向地域ケアプラザ
多目的ホール

（会場：矢向地域ケアプラザ）

ふるさとファミリークラブ ※新型コロナウイルスが終息するまでお休みいたします。

ボランティアサークル

お花のブローチ」

大人気のヨガ！参加者
から体調が良くなったと
の声が届いています。

※原則、ヨガのコースは重複して受けることはできません。

先着
１５名

「編み編み

５月号

住 所：横浜市鶴見区矢向４－３２－１１
電 話： ０４ ５－ ５７ ３－ ００ ２ ０
発行責任者 ： 所長
妹 島 和 美

持ち物 ： マスク、動きやすい服装、飲み物、バスタ
オル or ヨガマット（※大人一人一枚ずつ）
講 師 ： 矢向地域ケアプラザ登録団体
ヨガ講師 高橋未来 氏
注意事項 ：
保護者の方はマスク
着用の上、ご参加ください。
家族でするポーズも
あります！

綿花の育て方講座

※事前申込不要！

日 時 ： ５月２８日（土） １０：００～１１：００
場 所 ： 矢向地域ケアプラザ
ボランティアルーム
矢向あいねっとでは、東北復興
支援活動として「ふくしまオー
ガニックコットンプロジェク
ト」への協力を行っています。

綿花の種をお配りします

５月生まれの方！
とっちーホルダーの更新をお願いします！
とっちーホルダーに登録されている方は、年１回、誕生月に
更新をお願いしています。登録事項に
変更がない場合でも、ケアプラザまで
一度お電話ください。（更新無料）
介護・医療に関する地域の相談窓口

地域包括支援センター
045-573-0020
矢向・江ケ崎にお住いの方の、福祉・保健の悩みや
心配ごと、疑問について無料でご相談に応じます。
※来所される前にお電話でご予約ください！

アンケート結果
のご報告

昨年１０月～１２月頃、事業の参加者やサークルの皆様にアンケートを行い
ました。多くの方にご協力いただき、誠に有難うございました。その結果に
ついてお知らせいたします。（ 回答総数 １７６ ）

【皆様のご意見・ご要望など】
１．挨拶や言葉使いや態度が丁寧ですか？

◆ご意見・ご要望

(1)丁寧…８４％

・丁寧に接してくれ、気持ち良いです。

(2)やや丁寧…１５％

(2)

リフレッシュ体操

・いつも楽しく利用させていただいています。

(4)不丁寧…０％

(1)

(5)無回答…１％

・よく声をかけてくれる。
・皆さんとても気持ちよく対応して下さいます。

とっちーのヨガ

◆課題・問題点
・トイレに行くスリッパで室内に入れるのは、やめてほ

２．施設は清潔に保たれ、快適ですか？

しい。トイレ専用のスリッパを作ってほしい。

(1)快適…８０％
(2)やや快適…１９％

(1)

(5)無回答…０％

パに躓き転倒する可能性があるため、トイレ専用のスリ
ッパを設置することが難しいことをご利用の皆さまに
ご理解いただけるよう、お伝えしてまいります。
◆課題・問題点

３．要望や不満など伝えられると感じますか？

・生きがい活動、ケア情報の提供をしてほしい。

(1)感じる…７６％

改善策

靴

３月に解いた問題をご紹介！チャレン
ジしてみてください。

～
左の文字が表す言葉は
何でしょう？

日 程

～

毎月第１木曜日１５：１０～１６：１０
第３火曜日１０：３０～１１：３０
答え

長靴

ケアプラザで活動しているサークル紹介の掲示版がケ

(2)
(1)

アプラザ入口にございます。また受付横のラックには地

(4)感じない…３％

域包括支援センターより介護等の福祉情報を提供して

(5)無回答…３％

います。ご利用の皆さまに分かりやすいよう工夫してま
いります。

４．緊急時・災害時における安全確保の方法に
ついて充分説明を受けていますか？
(3)
(1)受けた…７６％
(2)やや受けた…１５％

とんち文字

トイレに専用のスリッパを置いた場合、お客様がスリッ

(4)不快適…０％

(3)あまり感じない…２％

～大人の脳トレサロン～昭和の寺子屋

改善策

(2)

(3)やや不快適…１％

(2)やや感じる…１６％

再開しました！

しばらく自主事業を休止していましたが、３月中旬から再開しました！４月からは子育て
事業も再開予定です。新型コロナウイルス感染予防のため、引き続きマスク着用・手指消毒、
人数制限を実施して開催しています。ご理解ご協力よろしくお願いします。新たに参加された
い方は、キャンセル待ちとなりますのでご了承ください。

・明るくて親切でとても感じが良いです。

(3)やや不丁寧…０％

自主事業

地域活動・交流事業より

(2)

(3)あまり受けてない…６％

矢向地域ケアプラザのデイサービスより

◆課題・問題点
・住居が川崎市で、近いので利用していますが、イベン
ト等が分かりません。
改善策

(1)

(4)受けていない…１％

小春＆小夏だより

広報紙「とちのき地域版」をケアプラザ入口に掲示・配
架し、ホームページにも掲載しております。ご利用の皆
さまに見えやすい場所に掲示・配架したり、お声がけし

(5)無回答…２％

たりするなど工夫をしてまいります。
５．ケアプラザの業務内容、催し物など広報誌
等で周知されていますか？
(1)されている…４７％
(2)一応されている…３４％

(5)

(1)

(3)あまりされていない…４％
(4)されていない…０％
(5)無回答…１５％

(2)

アンケートへのご協力、ありがとうございました。
これからも皆さまから頂いた貴重なお声を真摯に受け
止め、より地域に愛されるケアプラザとなるよう、職員
一同、努力してまいります。館内に「ご意見箱」を常設し
ております。直接、話しにくい事などがございました
ら、こちらをご利用ください。今後とも、矢向地域ケア
プラザのご利用をお願い致します。

春らしいお天気の日が増えてきました。
デイサービスでは『大人のぬりえ』で
メキメキ腕を上げるお客様が続出です。
今回はその作品の中から、ほんの一部を
ご紹介します。

