
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東永谷地域ケアプラザ イベント情報（7・8 月） 
 

めだか・くれよん 

未就学児とその親が自由に集
まれるサロン。雨の日でも部屋
で遊べますのでお気軽にご参
加ください。 
【めだか】7/26(火) 9/27(火)   

8 月お休み 
【くれよん】7/2(土) 9/3(火) 

８月お休み 
【申】 不要 

ひなたぼっこ 

高齢の方を対象に開催して
いる月１回のサロン。毎回ゲ
ストを迎え、楽しい企画をご
用意しています。お気軽にご
参加ください。 
 
【時】7/4(月)、9/5(月) 

14:00～15:30 
8 月はお休み 
 

【申】初回のみ事前に TEL 
にて申込 

 

グリーンデイ 

ケアプラザ周辺の緑化活動。
月１回、地域ボランティアの
「水仙クラブ」と一緒にお花を植
えたり、花壇の手入れをしたりし
ます。当日飛び込み参加OK ! 
 
【時】7/21(木) 8 月お休み 

  9:00～11:30 
【申】 不要 

子ども・子育て シニア ロビー販売 そのほか 

赤ちゃん教室 

初めて子育てをする方を対
象とした 0 歳児と保護者のた
めの教室です。育児について
の正しい知識や情報が得ら
れます。 
 
【時】 7/11(月) 8/１(月) 

10:00～11:30 
【定】 15 組(先着順) 
【申】 港南区ホームページ 

にて申込 

パン販売「そよかぜの家」 

区内の地域活動ホーム「そよ
かぜの家」で作っているパンを
販売しています。7・8 月はコ
ーヒー生地を使ったコーヒーあ
んぱん、コーヒーチョコロールな
どが期間限定で登場します。
是非ご賞味ください！ 
 
【時】 毎週火曜日 

11:30～13:00 
※７/19 は休館日のためお休み 

つどいの場 おはり箱 

お裁縫が好きな高齢の方がつ
どい、簡単な洋服のお直し、
施設等で必要な布製品の作
成などを行っています。 
お裁縫が苦手な方でもお気軽
にご参加ください。 
 
【時】 7/6、13、27(水) 
     8/3、10、24(水) 

13:30～16:00 
【申】 初回のみ事前に TEL 

にて申込 

パン販売「あんず」 

 
障がいのある方が働く「ジャン
プ」で作っているパンを販売し
ています。7・8 月のお勧めは
デニッシュ生地のパンに北海
道ヨーグルトクリームを使用し
たパインデニッシュ！ 
甘酸っぱく、さわやかな味わい
で夏にぴったり。 
 
【時】 毎週金曜日 

11:00～13:00 
※8/12(金)はお休み 

フラワーロード販売 

区内の障がい者施設「フラワ
ーロード」で育てている花や
季節の野菜、工芸品などを
販売しています。 
 
【時】 毎週水曜日 

10:30～14:00 
7/19(火) 
8/15(月)は休館日 
※デイサービスのみ 
営業となります。 

勉強を楽しむ会 

小学生対象。地域ボランティ
アの皆さんがお子様の勉強を
サポートします。学校の宿題
や塾の予習などでも OK。 
 
【時】 7/8(金) 7/22(金)  

8/12(金) 8/26(金) 
15:00～17:00 

【定】 10 名(先着順) 
【申】 初回のみ要登録 
 

困りごとのご相談について 

ケアプラザは介護のことなど生活でお困りのことがある場合、ど

なたでもご相談いただけます。東永谷地域ケアプラザまでご連絡

の上、ご相談ください。 

ご相談は 

電話で予約 

してから 

相談や訪問等があるた
め、急な来所の対応は
できない場合がありま
す。 

お車の場合 

駐車場の 

ご予約を 

車でなければ来所が難
しい方用の駐車場が 1
台分あります。 

電話：045-826-1097 ＦＡＸ：826-1071 
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スワンの会 

現在介護を担っている方、
介護を終えられた方が集まっ
て介護の悩みを共有したり、
学んだり情報交換をする集
いです。 
 
【時】7/20(水) 8 月お休み 
    13:30～15:30 
【費】 1 回 100 円 
【申】 初回のみ事前に TEL 

にて申込 

医師への健康相談 

 日頃気になる家族や自分の
身体のこと。小田医院の小田
先生が、医療の専門家の立
場から優しく相談に応じてくれ
ます。 
どんな小さなことでも大丈夫で
す。気軽にご利用ください。 
 
【時】7/15(金) 8/19(金) 
   14:00～15:00 
【申】 事前に TEL にて予約 

カフェ「GSJ」 

 
男性ボランティアによるカフェ。 
定員は 15 名、1 時間でお客
様入れ替えとなりますが、オリ
ジナルブレンドと手作りスイー
ツでおもてなしします。 
【時】7/11(月) 
   14:00～16:00  

8 月休み 
【費】200 円 
【申】不要 
※人数を制限しているためお

待ちいただく場合がござい
ます。 



 

 

 

今回は東永谷エリアでご自宅の地下室を開放し、地域の方が気軽に来て絵本に触れることができる文庫『あかいやねのおうち』

をご紹介します。代表の林田さんから始めたきっかけや絵本への思いなどを伺いました。 

子育て支援 
ボランティア講座 

ケアプラザと一緒に地域の子育てを応援しませんか？ 

お手伝いしていただける方を大募集します！ 

日 時：① 9 月 6 日(火) 10:00~11:30 

    【内容】子育て支援のポイント 他 

    ② 9 月 13 日(火) 10:00~11:30 

    【内容】乳幼児の急病、ケガの応急処置 他 

場 所：東永谷地域ケアプラザ 2 階(多目的ホール) 

対 象：地域の子育て支援にご興味のある方 

申 込：8 月 16 日(火)10:00 より受付開始 

    東永谷地域ケアプラザ ☎826-1097 

定 員：10 名 

参加費：無料 

活動日時：第 1,2,4 水曜日 

13:30～15:30 

活動場所：東永谷地域ケアプラザ 

2 階多目的ホール 
 

ご希望の方は東永谷地域ケアプラザ 

☎826-1097 まで 

縫いもので困っている事はありませんか？ 

裁縫グループの「おはり箱」が縫い物での困りごとをお手伝いします！ 

開催日にお越しください（代わりに作ることはできませんが、作るのをお手伝いしています）。 

「おはり箱」の作品 

 

【文庫を始めようと思ったきっかけ】 

林田さんが子育て中の時、近所に文庫を開いているお宅がありご家族で利用されていました。ですがその文庫をされていた

方がご高齢でやめられてしまった事がきっかけとなり、「この活動を絶やしたくない」との思いから自宅の地下を使い始めること

にしました。 

コロナ禍もあり最初はなかなかうまくいかないこともありましたが、様々な機関・団体と繋がることで少しずつこの活動が広まっ

ていき現在では近所の方はもちろん、様々な地域・年齢の方が絵本を借りたり、読んだりしに来られています。 

初めてなのに不思議と懐かしくなるような、そ

んな場所に皆様も是非一度足をはこんでみ

てください。きっと素敵な絵本に出会えると思

います。大人の方も大歓迎！ 

まずはメールやお問い合わせフォームからご

連絡ください！ 

『あかいやね』のおうちとは… 

林田さん宅の地下を開放し、地域のどなたでも利用できる『文庫』(小さな図

書館)です。 

文庫は地下 1 階にあり、木のぬくもりを感じられるとても暖かい隠れ家のよう

な場所です。絵本は誰でも一度は読んだことのある有名な作品から、新しいも

のまで様々。ゆっくり本を読んだり、借りたい本を選んだり、スタッフの皆さんとお

話ししながら楽しいひと時を過ごせます。 

絵本を中心に約 800冊あるのでお気に入りの一冊がきっと見つかります。 

【ご利用可能日】 

毎月第 2・第 4火曜日 

3～10月：16:00～18:00 

11～2月：15:00～17:00 
 

※貸出は１人 6冊まで、2週間 

※初回は登録が必要です。 

年間利用料 1人 200円 

 

ほっとたいむサロン 

日 時：8 月 2 日（火）10:00~12:00 

場 所：東永谷地域ケアプラザ 2 階 

※多目的ホール前にて受付 

対 象：0 歳児から未就学児とその家族 

定 員：先着 15 名 

申 込：不要 

会 費：無料 

～子育て中のママ・パパのための～ 

仕事、家事、育児と毎日頑張っているママとパパ 
少しの間ご自分のための「ほっとたいむ」をお過ごしください。 

 
地域ボランティアの皆さ
んがお子様の遊び相手に
なってくれます！ 

男性カフェボランティア 

カフェ GSJ 
コロナ禍のため 2年間お休みしていた『カフェ GSJ』が 5月よりス

タートしました！感染対策のためマスク会食になりますが、ボラン

ティアの皆さんが美味しいコーヒーとお菓子をご用意して皆様を

お待ちしています。是非お立ち寄りください！ 

tel:045-826-1097

