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新年明けましておめでとうございます。
昨年もコロナウイルス感染防止に明け暮れる１年となってしまいましたが、皆様のご理解
ご協力を賜り、今日に至っておりますこと、はじめに心よりお礼申し上げます。
今年の干支は寅です。寅年の方は、「たとえ逆境にあったとしても立ち向かう強さを持っ
ている」と言われています。コロナウイルスによって、働き方や日常生活に
至るまで様々な様式がこれまでと異なってきており、苦しい思いをされて
いる方もいらっしゃると存じます。当地域ケアプラザも事業の縮小・
中止など困難な状況を目の当たりにしている状況があります。
しかし、そこで歩みを止めることなく、第六波に備え、基本的な
感染防止対策を継続しつつ、アイデア・工夫を凝らしながら事業を
進めているしだいです。今年は、寅年の方にあやかり、このコロナ
ウイルスという逆境をはね除け、皆様とともに幸多き１年となるよう
尽力していきます。
皆様の変わらぬご理解ご協力を本年もよろしくお願い申し上げます。横浜市新栄地域ケアプラザ
所長 古澤 正法
主催 NPO DV 対策センター

協力 横浜市新栄地域ケアプラザ

ひとり親世帯、諸事情により避難中の方、別居中の方、パートナーから生活費を十分に貰えていない方などの理由により
生活にお困りの方が対象です。
■日 時 令和４年２月 20 日（日）
①１０：００～１０：３０ ➁１０：３０～１１：００ ③１１:００～１１：３０
感染対策のため、予め受取時間を決めさせていただきます。
■定 員

２０組

■申 込

事前予約制

※イメージです

（各回７名程度を予定） ■ 会 場 横浜市新栄地域ケアプラザ

生活での困りごとなど、相談会も
開催します。是非ご活用ください。

申込先 女性と子どもの居場所ディータ TEL/FAX ０４５（４８２）３４２２
詳しくは、ホームページをご確認下さい。 DV 対策センター で検索
■概 要 お米・野菜・缶詰・生理用品などを配布します。キャリーバックや丈夫なバックなど、大きめの袋をご用意ください。
主 催 NPO 法人 DV 対策センター

協力 フードバンク神奈川 まちづくりエージェント SBC
東都生協 食支援ネット ほか
横浜市新栄地域ケアプラザ

無料
講座

勝田南町内会館が令和 3 年 2 月に完成しました。この度、横浜市新栄地域ケアプラザでは、
出張講座を開催させていただくことになりました。講座内容は、町内会アンケート結果で多くの声が聞かれま
した、「体操」「コロナ禍のフレイル対策」がテーマです。みなさまのご参加、お待ちしています。
日時

講座名

内容

第2回

1 月 13 日（木）

楽しくコグニサイズ

頭の体操と運動を一緒に行います

第3回

1 月 26 日（水）

出張あつまれスマホの森
スマホ入門講座

スマートフォンの基本操作を学びましょう♪
スマホをご持参下さい。

第４回

2 月 10 日（木）

出張 体力測定会

自分の体力を知って、体力作りをしましょう♪

第5回

3 月 15 日（火）

もしバナゲーム体験

カードゲームでこれからの人生を自分らしく過ごす
ヒントに♬

●対象者：勝田南にお住まいの方、近隣にお住まいの方。 （マスクの着用をお願いします）
●定 員：各回 15 名 （1 回のみの参加も可）
●申込・お問い合わせ先 横浜市新栄地域ケアプラザまで
●場 所：勝田南町内会館
●時 間：13:30～14:30（各回共通）
●主催：横浜市新栄地域ケアプラザ 共催：勝田南町内会

※第１回は 12/21（火）に開催しました

令和 3 年度仲町台地区センター・横浜市新栄地域ケアプラザ共催事業 協力 仲町台クラブ１７

もっと楽しく、もっと豊かな毎日を送るために、新しい生活様式の中で、新しい挑戦をしてみませんか？人生 100 年
と言われています。これからの生活をもっと充実したものするために、まずは都筑をもっと知りましょう！！
★対 象 原則 男性 15 人（先着となります）
★参加費 2,000 円（全回分）
★申込先 仲町台地区センター ☎０４５（９４３）９１９１

①都筑

を歩く

1 月 29 日（土）
９：００～１２：００
集合：仲町台地区センター
都筑区の特色である緑道
を歩きます。緑道の起点
である早渕かなりあ公
園、山田神社、鎌田堂や遺
跡などを巡り東山田駅ま
で歩きます。歩きやすい
服装・靴でご参加下さい。

都筑をガイドする会

②防災

を学ぶ

２月１２日（土）
９：００～１２：００
集合：センター南駅
東京ガス「EMERGENCY
HOUSE」で在宅避難に
ついての備えを学びま
す。消防団の詰所や小学
校の地域防災拠点備蓄庫
も訪問し、地域防災の取
組みも学びます。
東京ガスライフバル横浜北
都筑消防団第三分団
茅ケ崎東小学校地域防災拠点

③企業を訪ねる ④ワイン
を楽しむ
２月２６日（土）
９：００～１２：００
集合： 東山田駅
企業とまちが顔の見える
関係を築いている東山田
工業団地を訪ねます。「メ
イドインつづき」に参加す
る工場等を見学し、住民が
気軽立ち寄る工場併設の
カフェ「DEN」で活動の話
を聞きます。

３月１２日（土）
10:00～１２：００
集合：仲町台地区センター
おうち時間を充実させる
ために日常の食を豊にす
るデイリーワインを紹介し
ます。飲む温度やワイング
ラスによって、味も変わっ
てきます。良いものを飲
むと感性も広が ります。
数種類の試飲あり。

（株）スリーハイ
男澤 誠さん

ワイン専門 平野弥
平野光昭さん
参加費無料

☆

生活支援コーディネーターのホットな地域情報！

「あったらいいな」を一緒に作っていきます。
時代に合わせた新しいつながりづくり！

生活支援
コーディネーター
田中

現在、地域活動を運営する皆さまは、新しい生活様式を取り入れた内容で再開を進めようとしている状況です。
感染状況が少しずつ落ち着いたことで、再開を期待される一方、これからも感染対策との両立が求められます。再開する
ためには、３密（密閉、密集、密接）を避ける、マスク着用、手指消毒、換気を行うことが基本になります。
活動再開に不安もあると思いますが、運営の皆さまと対策を考え、アイデアを出し合い、一緒にお手伝いをしていきます。

せきれい会 （早渕 1 丁目シニアクラブ）

長寿会 （茅ケ崎地区シニアクラブ）

再開を楽しみにしていた方が多く、
マスクをしたまま大正琴に合わせ
て歌を歌い、交流をしました。久し
ぶりの来館者が多いことから体操
の依頼があり、全員で体操を行い、
心身ともにリフレッシュをしました。

ゆうあい昼食会・ふれあい昼食会

（かちだ地区）

食事会からお弁当に変更して再開中。集会所にお弁当を取りに行かれる
際に、民生委員の皆さまからお声掛けがあり、地域で安否確認も行われ
ています。お弁当屋さんの様なボリューム満点、美味しいお弁当です。

地域で骨折された方がいたという
ことで、再開のご挨拶の際に新し
い生活様式での健康づくりのお話
と、着座で足首の運動を行いまし
た。会館に来るのも久しぶりと、皆
さん交流を楽しまれていました。

大人のクリスマス会

（茅ケ崎南 MGCRS 地区）
一足早いクリスマスということで
参加者全員サンタさんの帽子をか
ぶるのが恒例です。会場が一体と
なり、地域のつながりを感じます。
久しぶりに自分たちの地域活動の
活動発表の機会となりました。

地域包括支援センター

福祉総合相談窓口しんえいより
知っておきたい！成年後見制度

◎認知症対策◎

２月 17 日（木）13:00～14:30

終活～家族信託の相続対策
１月２０日（木）
10:30～11:45

先 着
２０名

新栄地域ケアプラザ２階

多目的ホール

制度内容や手続き方法など。
講師：司法書士 板垣 徹宏 氏

定 員
２０名

司法書士の個別無料相談会

場所：新栄地域ケアプラザ 10m

２月 22 日（火）13:00～16:00

２階 多目的ホール
講師：司法書士 岡山 司 氏

◇場所◇ 新栄地域ケアプラザ ２階
1 組 30 分※予約制
相続・遺言・成年後見制度などのご相談

ei

無料

こころの悩み、話すことができていますか？

ご希望の方
訪問できます

ご自分のこと、ご家族のこと。
ひきこもりのこと、など

★対象：成人の方
都筑区生活支援センターこころ野の
精神保健福祉士がお話をうかがいます

1 月 24 日／2 月 28 日／3 月 28 日
★時間：10:00～11:00 [１人（組）30 分]
※毎月第４月曜日※
★場所：新栄地域ケアプラザ 2 階 地域ケアルーム

大人のための

＊事前予約の方を優先させていただきますが
当日直接でもお受けします。
＊都筑区内の方が対象です
無料

めざそう！健康長寿！
「オーラルフレイル予防講演会」
新栄地域ケアプラザ（zoom 配信）

◇場所◇新栄地域ケアプラザ２階 多目的ホール
ハンズオン・マス研究会代表

講師：元公立小学校校長

福岡 八重子 氏

持ち物：B4 か A4 の画用紙か厚手のプリント用紙、
はさみ、筆記用具、色つけ用ペンなど

1 月 19 日（水）10:00～12:00
集 合：新栄地域ケアプラザ
行 先： せせらぎ公園周辺
持ち物：タオル、飲み物、
歩きやすい靴と服装
※雨天の際は室内で行います

☆お申込み＆お問合せ先☆

２階 多目的ホール
講師： 都筑区歯科医師会 望月 悟 先生
定員：15 名
《令和３年度福祉保健課 高齢障害支援課共催事業》

1 月 2６日（水）13：00～14：00
[ 相談は 1 人（組）20 分まで ]
※事前予約の方優先となります。

場所：新栄地域ケアプラザ
当ケアプラザ協力医の
林先生（林医院） による
健康相談です。
無料

新栄地域ケアプラザ ☎０４５－５９２－５２５５
地域包括支援センター ☎０４５－５９２－５２６５【相談専用】

日

月

火

水

木

金

年末年始休館日のご案内

土
１

地域包括支援センター・居宅介護支援事業・地域ケアプラザ事業は１２/２９～１/３まではお休
みになります。通所介護事業は１２/３０～１/３までお休みです。御迷惑をお掛けしますが、
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
尚、貸室予約受付は１/４ 10 時～電話でお受けいたします。引き続き宜しくお願いします。

休館

２

３

８

休館

休館

４

５

６

新栄健康麻雀
ジャズ体操

背骨美人の会
新栄囲碁将棋

７

さくら会
なかよし会
手話ひよこ
つくしんぼ
サロン

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

朝ヨーガ
ミモザ

絵手紙かめ
脳トレ朋友会

編み物カフェ

お花の会エルブ
せきれい会
美風流早渕教室
絵手紙つる
ジャズ体操
新栄お話しの国

マイムマイム
新栄囲碁将棋

がんばる会
美遊パソコン
手話たけのこ

小筆会
手話ひよこ

１８

１９

２０

２１

２２

編み物カフェ

新栄健康麻雀
かわせみ会
体操クラブ
てくてく
ウォーキング

マリキータ
勝田囲碁将棋
終活～
家族信託相続

がんばる会
悠遊パソコン
都筑五行歌会
介護者の
つどい

さくら会

25

26

２７

２８

２９

レコード
サロン

美風流早渕教室
かわせみ会
体操クラブ
大人の脳トレ

マリキータ
勝田囲碁将棋
憩いのひろば

手話たけのこ

ﾌﾚｲﾙ予防

唄のサロン

１６

１７

なかよし会
ミモザ

施設点検日

23

24

朝ヨーガ
ダンス同好会
ミモザ

脳トレ朋友会
子育てサロン

３０

３１

こころ野
相談会

ミモザ

憩いのひろば

講演会

de 子
育 て～
１/ ７（金）つくしんぼサロン（０・１歳児対象）10 時～12 時
１/１２（水）新栄お話の国
（未就学児対象） 11 時～12 時
１/２４（月）新栄子育てサロン（未就学児対象） 10 時～12 時
みんなで楽しく遊びましょう～ ちびっこ集まれ～
※貸室予約は 12/21 時点のものです。
最新の情報は、窓口までお問い合わせ下さい。
はケアプラザの自主事業です。

ケ ア プ ラ ザ

☆お問い合わせ☆
社福）横浜市福祉サービス協会 横浜市新栄地域ケアプラザ
都筑区新栄町１９－１９ TEL０４５－５９２－５２５５
・市営地下鉄仲町台駅よりせせらぎ公園緑道を通り徒歩 15 分
・市営バス３０２系統 東山田行き新栄高校北口下車 徒歩 1 分
☆開館時間☆
月曜～土曜
保育園

午前 9 時～午後６時または、午後９時
（夜間貸室ご利用には事前に申請が必要です）

日曜・祝際日
休館日

午前 9 時～午後 5 時
第３月曜日 年末年始

