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ケアプラザ

横浜市平戸地域ケアプラザ

ご利用案内

福祉・保健に関する活動や、活動団体の交流を目的にケアプラザ内のお部屋を地域の
皆様にご利用いただいています。ケアプラザを２回以上利用する場合、団体登録を行
うと利用までの手続きがスムーズにできます。
開館時間

休館日

月曜日～土曜日

９時～２１時

年末年始

１２月２９日～１月３日

日曜日 ・祝祭日

９時～１７時

施設点検日(※1)

月１回（第３月曜日）

※1 上記が祝祭日の場合、変更になりますのでご確認ください。

施設概要
部屋

標準定員

多目的ホール

５０人

調理室

-

ボランティアルーム

１５人

ボランティア活動をしている方々の作業、打ち合わせ等に使用できます。

地域ケアルーム

１０人

地域ケアスタッフ等のミーティングスペースやその他会議室としても使用できます。

利用目的

用途
団体による活動をはじめとする地域の福祉保健活動といった各種イベントが開催
できます。
ボランティア活動の一環として、団体の皆様が大勢の食事を調理することができます。

利用目的によって、無料、有料及び使用不可が決まります。

目的

区分

判断基準

福祉保健目的

無料

福祉活動、保健活動及びこれらの活動の交流が目的のとき

有料

福祉保健以外が目的のとき

福祉保健以外

使用不可

・営利のみを目的として使用するとき
・地域ケアプラザ使用上の注意が遵守できないとき

※ H29.4 月より、福祉保健活動を行う法人もご利用できるようになります。
利用登録について
○ まず、利用の目的・活動内容をケアプラザ窓口へご相談ください。
○ 団体登録は、原則５人以上です。
○ 団体登録には、「横浜市地域ケアプラザ使用団体登録申込書」をご提出いただきます。

４月の気軽なサロンは「日本舞踊：尚舞会」です（概ね６５歳以上）
日時：平成２９年４月１５日（土）１３時半～１５時半 場所：平戸地域ケアプラザ＜申込不要・参加費３００円＞

※ ５月は、５月２７日（第４土曜日）へ変更になります。

②

平戸地区からこんにちは！
平戸地区社会福祉協議会

～民生委員・児童委員協議会から～
大正６年、岡山県において創設された済世顧問制度を源とする民生委員制度は、平成２９年に
制度創設 100 周年という大きな節目を迎えます。また、昭和 22 年に公布された児童福祉法にお
いて創設された児童委員制度も 70 周年の節目を迎えます。
民生委員・児童委員制度が大きな節目を迎えようとしている今日、社会や家庭のあり様が変化
し、地域においては人と人とのつながりが希薄化するなか、住民の福祉課題、生活課題が多様化、
深刻化しています。また東日本大震災以降も自然災害が相次いでおり、地域における住民同士の
支え合いの仕組みづくりが重要となるなか、住民の最も身近な存在である民生委員・児童委員へ
の期待は一層大きなものとなっています。
国においては、社会福祉法や児童福祉法の改正など、福祉諸制度の見直しが進められるととも
に、誰もが主体的に参加し、ともに支え合い、助け合うなかで安心して生活を送ることができる
「地域共生社会」の実現がめざされています。制度創設 100 周年という大きな節目を迎えるなか、
全国の民生委員・児童委員はその力を合わせて、誰もが安心して生活する事ができる地域づくり
への取り組みを進めていかなければなりません。

初めての俳句教室「俳句の形」
初めて俳句をはじめる方に楽しくわかりやすく
俳句の基本と形を学びます！
日
場
講
対
募

主

時：５月２３日（火）13 時～１５時（受付１２時４５分～）
所：平戸地域ケアプラザ ボランティアコーナー
師：倉林 潮 様（俳人協会会員・ゆく春 同人）
象：俳句に興味・関心のある方
古
これからはじめようと思っている方
池
集：定員１５名
や
催：ひらと潮会

協
力：平戸地域ケアプラザ
申込方法：窓口またはお電話
申込期間：４月１１日（火）～５月１０日（水）

申 込 先：平戸地域ケアプラザ 担当：地域活動交流・生活支援体制整備事業
TEL：０４５-８２５-３４６２ FAX：０４５-８２５-３４６４

③

～遊び場・しゃべり場・ほっとタイム「さくらんぼ」～
毎週

火曜日の「さくらんぼ」は、４月より活動時間が

「１０時００分～１１時３０分」へ変更

になります。

週１回、地域の身近な相談役である子育て支援者が来ています。
おもちゃで遊んだり、おしゃべりしたり、ほっとできる時間です。
子育て相談もできます。お気軽におでかけください。

時

間：１０時００分～１１時３０分

対

象：未就園児親子

開放日：毎週火曜日
場

所：平戸地域ケアプラザ

多目的ホール

お問合わせ：TEL ０４５－８２５－３４６２ 担当：地域活動交流

リズムであ・そ・ぼ♪
♪第１期（全３回）
♪時 間 １０時４０分～１１時２０分
（受付 １０時３０分）
♪対 象 ２歳～未就園児 親子１０組

５月１８日（木）
６月１５日（木）
７月２０日（木）

♪場 所 平戸地域ケアプラザ 多目的ホール
ボランティア募集

♪参加費 無料

一緒に活動してくださる
ボランティアさんを募集

♪申し込み方法 窓口またはＴＥＬ
しています。
♪申し込み期間４月 1 日（土）
【内容】
～４月３0 日（日）まで
○ 見守り他
※応募者多数の場合は、抽選になります。
抽選にはずれた方のみ、5 月１日（月）～5 月 3 日（水）の間に連絡します。
平戸地域ケアプラザ 地域交流部門 ＴＥＬ：０４５－８２５－３４６２

④

ケアプラザカレンダー４月

日

月

火

水

木

金

土
1

2

3

4

5

6

7

12

13

14

8

さくらんぼ
（１０時～１１時半）

9

10

11

平戸っこ
（１０時～１２時）

さくらんぼ
（１０時～１１時半）

16

17

休館日
（定期清掃）

18

19

おやこのひろば
（９時半～１１時半）

20

15
気軽なサロン
（１３時半～１５時半）
「日本舞踊：尚舞会」

21

22

幼児の広場
かたつむり
「かぶと作り」
「てがたスタンプ」
（１０時～１１時半）

さくらんぼ
（１０時～１１時半）

あったまり場
（１６時～１８時）

23

24

25

26

27

28

昭和の日

29

さくらんぼ
（１０時～１１時半）
介護者のつどい
（13時半～15時半）

平戸っこ
（１０時～１２時）

おやこのひろば
（９時半～１１時半）

30
【幼児の広場かたつむり】

【平戸っこ】第２・４木曜日
０ 歳児～就 園前の 幼 児と お母 さ
ん・お父さんを対象にケアプラザに
ある遊具で遊びます。
※詳細はケアプラザにお問合わせ下さい

【さくらんぼ】 毎週火曜日
４月から 10 時 00 分～11 時 30 分
火曜日に開催される乳幼児とママ

【気軽なサロン】第３土曜日
概ね６５歳以上の方を対象と

支援者が相談をうけます）

「てがたスタンプ」

した交流会を開催。月替わりの

平戸地区保健活動推進員

イベントと共にお茶を飲みなが

会と共催で行っていま

ら 楽 しい 一 時を 過ご しま せ ん

す。１歳～３歳くらいの

か？ ４月１５日（土）

幼児と親の交流の場。

「日本舞踊：尚舞会」を予定。

会場は、電電戸塚団地自治

５月は、日程が変更になります。

会館です。
（年会費１００円）

５月２７日（第４土曜日）

電電団地自治会館で開催。

とパパが集うフリースペース。
（横浜市から派遣された子育て

第３金曜日 ４月「かぶと作り」

【赤ちゃん教室】第１水曜日

【介護者のつどい】

初めて０歳児をもつ保護者を対

介護者の皆さまとの交

象に、子育てのアドバイスや仲間づ

流・リフレッシュの場。

くりを行います。次回：5/10(水)

同じ経験をしている人

【あったまり場】 第３金曜日

と語り合い、少しリラッ

心の病を抱える人の憩いの場です。

【おやこのひろば】第２・４金曜日

●誰かと話をしたい方

9 時 30 分～11 時 30 分 多目的ホール

●家に閉じこもり気味な方

（またはボランティアコーナー）を

～気軽にご参加下さい～

プレイルームとして開放しています。

クスするサロンです。
【対象】
介護をされている方と
関心のある方

