
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆常盤台地域ケアプラザ 
 地域活動交流（自主事業参加者） 
利用者アンケート結果報告その２  
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① ＜職員の対応＞挨拶や対応の際の 
言葉遣いや態度など丁寧ですか？ 

68 15 １ ０ 84 

② ＜快適性について＞施設は清潔に保
たれ、適切な明るさや温度になって
快適ですか？ 

73 ９ ０ ０ 82 

③ ＜要望など＞ 職員に気軽に不満や
要望を伝えられる環境や体制が整っ
ていると感じられますか？ 

57 22 ３ ２ 84 

④ ＜緊急時の対応について＞緊急時・
災害時等の安全確保の方法について 
充分説明を受けていますか？ 

46 19 ９ ５ 79 

⑤ ＜広報紙について＞ケアプラザの存
在や業務内容、催し物など、地域の
方々へ周知されていますか？ 

38 31 ９ ３ 81 

⑥ ＜事業目的の説明について＞事業の
目的などの・目標はきちんと説明さ
れていますか？ 

54 20 ４ ０ 78 

⑦ ＜事業目的の内容の一致について＞ 
事業の目的・目標の説明と、実際の
内容は一致していますか？ 

61 15 ２ ０ 78 

⑧ ＜参加費など＞事業参加費を支払っ
ている場合、その金額は適正な金額
であると感じますか？ 

64 11 ０ ０ 75 

⑨ ＜事業内容のご希望について＞今後 
地域ケアプラザでどのような事業を
実施してほしいと思いますか？ 
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横浜市常盤台地域ケアプラザ ３月 広報紙 

 

 

ヘルキー 
 

 

 ✻✻お問い合わせは✻✻ 

横浜市常盤台地域ケアプラザ  電話３３９－５７０１ 

ホームページ アドレス http://tokiwacp.stars.ne.jp/ 

 

♦1 階のロビーが 

暗いです。 

節電と両立しながら点

灯する照明を調整して

いきます。 

 

 

♦緊急時の対応につい

ては継続して説明して

いきます。防災訓練の

際にはご参加下さい。 

 

 

♦多目的ホールを土足

可能にしてほしい。 

床に直接触れる事業も

あるため、衛星面から 

土足不可としておりま

す。 

 

 

利用者の皆さま 

からのご希望・ご要望 

（抜粋） 

 

♦主にダンス・音楽・子ども関連・手芸などのご希望がありました。 

また、グループ同士と連携が取れると良いとの意見があました。 

すでに、ケアプラザで活動されている自主グループの紹介をいたし 

ます。また、自主活動グループの交流会なども検討いたします。 

 

無料食品配布会 
令和 5 年度 

＜日 程 表＞            

令和 5 年 4 月 14 日（金） 6 月 9 日（金）8 月 11 日（金） 

10 月 13 日（金）12 月 8 日（金） 

令和 6 年 2 月 9 日（金） 

時間：15:00～先着順 なくなり次第終了 

場所：常盤台地域ケアプラザ・駐車場 

大人・子ども合わせ 100 個程度 お一人様一個 

 

主催：NPO 法人ちゃっと 

NPO 法人ぎんがむら 

共催：常盤台地域ケアプラザ 

❉食品や日用品など 4～5 点を配布します❉ 

 



横浜市常盤台地域ケアプラザ

地域包括支援センター

問い合わせ：常盤台ケアプラザ地域包括支援センター 眞下・長井・島村・佐々木 TEL339-5702

講 師：TomoSmile 

笑顔コンサルタント斉藤友子 先生

フラワーアレンジメント講座

生花を使ったフラワーアレンジメントです。

お花の香りや手触りで脳も活性化！

楽しみながら作品をつくりましょう

日 時：令和5年３月23日(木) 

１４：００～１５：３０

会 場：常盤台地域ケアプラザ 多目的ホール

講 師：小川洋子 先生

対 象：地域の皆さま

持ち物：マスク・ハサミ・室内履き

作品持ち帰り用の袋

材料費：1,２00円（税込）

定 員：先着１５名

申込み：令和5年3月6日(月）締切

＊定員になり次第受付終了となります

常盤台地域ケアプラザ TEL：339-5701

美しい姿勢と笑顔で

10歳若見え♪

マスク生活でお顔の筋力も衰えがちになって

いませんか？美しい姿勢といきいきした笑顔

を手に入れて春を迎えましょう♪

日 時：令和5年３月9日(木) 

１４：００～１５：３０

会 場：常盤台地域ケアプラザ

多目的ホール

対 象：地域の皆さま

参加費：無料

持ち物：マスク・飲み物・室内履き

定 員：先着２５名

申込み：令和5年3月3日(金）締切

常盤台地域ケアプラザ TEL：339-5701

～生活習慣病予防シリーズ～

第1回「動脈硬化の予防」

日 時： 令和5年4月5日（水）

１3：45 ～ １4：45

会 場： 常盤台地域ケアプラザ

２階 多目的ホール

講 師：小林内科・循環器科クリニック

院長 小林俊一 先生

対 象：地域の皆さま

定 員：先着40名

参加費：無料

持ち物：マスク、室内履き、飲み物

申し込み：電話または窓口にて

令和5年3月29日（水）まで

＊感染状況等により中止になる場合があります

常盤台地域ケアプラザ TEL：339-5701

生活支援コーディネーターだより

皆様こんにちは。2月18日(土)には、

今年度最後のワークショップを行いまし

た。今年度の振り返りと来年度に向けた

導入のワークを実施しました。

今年度は、『とどまりたい場所づく

り』をテーマに、地域に置くイスづくり

に取り組んで行きました。作成したイス

は実際に5カ所設置され、現在3カ所継

続で置かせていただいています。

来年度は今年度の発展として、『遊べ

るイスづくり』を行なっていく予定です。

今後も楽しいワークを予定しておりま

すので、是非ご参加ください。

担当：河原

TEL：339-5701



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
♣美と健康体操
ときもり倶楽部

シャキトレ
ヨーガ教室

羽沢横国まちづくり
協議会

♣音と音楽で遊ぼう
ダンスクラブ
じゃんけぽん

すみれ会
あじさいの会

常盤台地区環境事
業推進委員

5 6 7 8 9 10 11

常盤台西部自治会

いわまワークス
  　　　 パン販売 ときもり倶楽部 絵手紙四季

歌声サロン
アンニョン

ときわの森体操教室
男性かがやき塾

沖縄少林寺流空手

めざせ！美しい姿勢
と笑顔で10歳若見え

じゃんけんぽん

12 13 14 15 16 17 18

桜バザー
いわまワークス
  　　　 パン販売 ゆらぎ体操

サロンドゥきらめき
♣美と健康体操
ときもり倶楽部

民児協
ヨーガ教室

♣おもちゃ病院
いきいき体操

サークル レッツフラ
ダンスクラブ
事例検討会

すみれ会
あじさいの会

19 20 21 22 23 24 25
いわまワークス
  　　　 パン販売

園芸ボランティア

常盤台地区連合
町内会

親睦ゲーム大会

ときもり倶楽部
白根学園パン販売

♣子育て広場
絵手紙四季 ときわカフェ

お楽しみ手芸
教室

　　防災訓練 ときわの森体操教室
沖縄少林寺流空手

春のフラワーアレンジメ
ント/介護者のつどい

26 27 28 29 30 31
常盤台地区連合
 町内会定例会

ゆらぎ体操
サロンドゥきらめき

ときもり倶楽部 ダンスクラブ

♣らくらくストレッチ
　　　  体操教室

アンニョン

施設点検日
休館日

常盤台地域ケアプラザ ３月イベントカレンダー

すべての講座についてのお問い合わせは

☎ ３３９－５７０１地域活動交流まで

常盤台地域ケアプラザ

休館日３月２７日（月）

ときわの森 ♣ ケアマネ便り ♣

日 時 : 令和 ５ 年３月23日（木）

時 間：１０：３０～１２：００
場 所：常盤台地域ケアプラザ・多目的ホール

参加費： 100円

定 員：先着１０組(事前予約制）

対 象：概ね１歳～未就園児と保護者

申込締切：３／２1 (火）まで

申し込み：常盤台地域ケアプラザ

地域活動交流まで TEL: 339-5701

大好きなキャラクターに変身して

みんなで変身ごっこをしてあそぼう！！

ヒーローに変身しちゃおう！！

いわまワークスパン販売 ６日（月）１１：３０～

１３日（月）１１：３０～

２０日（月）１１：３０～

地域の中で子供を預けたり預かったりする

会員制有償の子育て支援活動です

※イベント終了後、子育てサポートシステム入会説明会開催

春になりました。ふとした瞬間で思い出す風景、人

との会話、香りなどいろいろありますが、芹洋子さ

んの「たんぽぽ」「おもいでのアルバム」はこの時

期に口ずさむことが多く、芹さんの優しい歌声もよ

みがえります。調べてみると、私が幼少期過ごした

川崎市の市民の歌「好きです かわさき 愛の街」

の歌唱も担当していたことが分かりました。雪の積

もる冷たい土の下の春を待つたんぽぽ。素朴な小さ

な花ですが、生命力と強さを感じます。たんぽぽの

茎で草笛を吹く父の周りに子ども達の輪が出来た多

摩川の河川敷。段ボールで作ったそりがボロボロに

なるまで遊んだことなど、いつになっても忘れない。

私がおばあさんになってもふとした瞬間、こんな記

憶が沸いてくるでしょう。今日食べた食事の内容を

忘れても、たんぽぽの歌は口ずさむのだろうな、と

思います。

ケアマネジャー増井

(次月からは横井に引き継ぎます♪)

～記憶ってそんなもの～

ケアプラザの庭に

ふきのとうが咲きました

https://fukushirabe.city.yokohama.lg.jp/illust/2_%e7%9b%b8%e8%ab%87/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせは＞   

横浜市常盤台地域ケアプラザ・デイサービス担当 

桐生（きりゅう）・庄司（しょうじ）千葉（ちば）   

      ０４５－３３４－３５５０ 

 

♦今月のクイズ♦  
 
 

① 黄波戸 ヒント 山陽本線 
② 三 厩 ヒント 青森県周遊線 

 

前回の答え：①学文路 かむろ 

 ②標 茶 しべちゃ 

難読漢字クイズ 鉄道編 

♦ 節分レクリエーションより ♦ 
声を出して厄払い、「鬼は外福は内！」と可愛い 
鬼をめがけて、今年も無病息災を願いました。 

❉ 広い浴室 ❉ 
広い浴槽でゆったりと温泉気分が満喫できる自慢の
浴室。安全な手すり付きの個浴やリフト浴も完備され
安心して入浴ができます。 

❉ 鬼の壁画作り ❉ 
指先の訓練になるからと赤鬼と青鬼を作成！ 
利用者の皆様は熱心に作業されていました。 

♣新レクリエーション「ボールスライダー」より♣ 
焦ってはダメよ。ゆっくり右に左に、ボールを 
ポンと！思考力、筋肉維持向上となるゲームに 
集中されていました。 

 

 

 

 

 

 

 

★節分の行事食より★ 
３月のデイサービスレクリエーション 

★２月 27日～3月４日 

神経衰弱・よっこらしょ 

★６日～11日 

 脳トレプリント・ビックナンバーを狙え 

★13日～18日 

 都道府県当て・タオル掛け 

★20日～25日 
 お誕生日会・カレンダー作り 

 

 

 

 

 

 

 
 

デイサービス職員作成 

 

 
 
❉ のり巻き 
❉ いなり寿司 
❉ いわしの団子汁 
❉ 大根の田楽 
❉ 菜の花のおかか和え 
❉ みかん 

 

メニュー 

 

こだわりの食材で 

出来たての昼食と手作り 

おやつで栄養満点。 

ご希望に応じた食事形態の

変更にも対応いたします。  

 

 


