
日時：令和５年３月 12 日(日) 13：30～15：00 
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月号 

【問合わせ先】長津田地域ケアプラザ 

      電話：０４５-９８１-７７５５  担当：山口 

参加費 

無料 

申し込みは 

こちらから 

第２回 

「第１回 あおぞらといっしょ」の参加者（障害のある方）が発表する 

コンサートです。音楽を一緒に楽しんでいただける方、「共生社会の実現」

にご興味のある方、お申込み待ちしています。 

基幹相談支援センターあおぞら 共催 

場  所：長津田地域ケアプラザ  

対  象：長津田地区に在住の方   定員：20名 ※マスク着用をお願いします。 

申込開始：令和５年２月１５日（水）９：００～ ※定員になり次第〆切 

【オープニングアクト】ゲスト：HONEY☆HONEY（ダンス） 

 毎月、横浜ラポールで 5人のメンバーが、ダンスのレッスンをしています。 

長津田地域ケアプラザでは初出演です。応援よろしくお願いします！ 

【第１部】みんなで音楽を楽しもう！ 
特例子会社に勤め、趣味としてバンドでギター＆ボーカルを担当する方が 

聞きなじみのある曲を演奏します。みんなで盛り上がりましょう！ 

【第２部】ピアノコンサート ゲスト：淺井 氏 
 特例子会社に勤め、趣味として、日々、ピアノを練習されています。 

モーツァルト、ショパンの曲などを演奏予定です。 



 地域の皆様のご協力の下、長津田地区社会福祉協議会 共催で、令和４年度２回目（通算７回

目）の食支援を開催することができました。ありがとうございました。 

１ お渡し会日時：(1)令和４年 12月 10日（土）13：00～15：00 

(2)令和４年 12月 11日（日）13：00～15：00 

2 お渡し数：33 名（新規：８名） 

3 ボランティア数：合計 30名（延べ） 

・仕分け作業 11 月 30 日（水） ３名 

・前 日 準 備 12月 ９日（金） ８名 

・お渡し会  12 月 10 日（土） 12 名 

（田奈中学校 福祉委員 2名含む） 

・お渡し会  12 月 11 日（日） ７名 

４ 食 品 寄 付 数：約 1800 個 ※延べ 90 名（６団体・企業含む） 

・上の原グリーンハイツ      ・長津田地区社会福祉協議会 

・長津田民生委員児童委員協議会  ・南長津田団地 

・明治安田生命 緑営業所     ・田奈中学校 PTA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

長津田地域ケアプラザ 地域包括支援センターへ 

電 話：０４５－９８１－７７６３（相談専用） 

時 間：月～土曜 9：00～18：00 

    日・祝日 9：00～17：00 
※上記以外の時間帯および休館日は、 

相談専用コールセンターに転送し対応します。 

休館日：毎月第４月曜日、年末年始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長津田おたのしみ会 コロナ禍だけの 

お・た・の・し・み！ 

【第８回】イスに座ってできるヨガ教室！！ 
日 時：令和５年３月 23 日（木）10：30～11：30 

ゲスト： 村田 美峰 先生 
申込〆切：令和５年３月 16日（木）まで 

 

いぶき野、長津田町、長津田１～７丁目、長津田みなみ台 地域の皆さまへ 

介護や生活に関する困り事は、ありませんか？ 

★ご相談は無料です。 

★介護保険の申請ができます。(来所) 

★匿名でのご相談や近隣の方から 

のご相談もお受けします。 

相談員が不在の場合があります。 

まずは、お電話で、ご連絡ください。 

第２回 手と手を取り合う食支援 ご報告 

 
コロナ禍が続き、外出が減り運動不足になっていませんか。 

みんなで楽しい時間を過ごしませんか？ 

 

 

 
 

場 所：長津田地域ケアプラザ          参加費：無料 

対 象：長津田地区在住の 75歳以上の方     定 員：15名 

持ち物：水分補給用飲み物、動きやすい服装、マスク着用 
 

問合わせ・申込み先：長津田地域ケアプラザ 

       電話：０４５-９８１-７７５５  担当：山口  

申込多数の場合は抽選。結果は 

３月 19日（日）までにご連絡 



「会場利用説明会＋ミニ団体交流会」を開催します。 

 

 

花粉症は植物の花粉で起こるアレルギー疾患です。 

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状や、目のかゆみ、 

充血といった目の症状を引き起こします。原因植物はたくさんあります

がトップは『スギ』で花粉症全体の 7 割を占めます。スギの花粉飛散は

2 月初旬からシーズンがスタートし日本気象協会の予測では 2023 年

は神奈川県では非常に多くなる見込みです。今年は、コロナ・インフル

エンザ同時感染流行時期の最中での花粉症到来のため、早めの対策を 

心がけてください。花粉症の症状のある方は早めに耳鼻科専門医または

眼科専門医の受診をお勧め致します。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 しらはた胃腸肛門クリニック横浜 白畑 敦 院長 

 

 

 

 

申込方法：右の二次元コードより申し込み、または窓口、電話にて受付 

問合せ先：長津田地域ケアプラザ 電話：０４５-９８１-７７５５  

申し込み・問合わせ： 

長津田地域ケアプラザ  電話：０４５-９８１-７７５５ 担当：山口 

会場利用説明会を開催します。新年度代表になる方、会場予約係になる方、改めて予約 

方法の確認をしたい方など、ご参加お待ちしています。ミニ団体交流会では、情報交換 

の場にしたいと考えています。よろしく願いします。 

日時：令和５年３月５日（日）10：00～11：30     定員：20名 
内容：【第１部】会場利用説明会    ※大きな変更点はありません。 

【第２部】ミニ団体交流会（団体の自己紹介、コロナ禍での困った事、工夫した 

事 等の情報交換。） ※飲食はありません。 

今年も早めの花粉症対策を！ 

 

長津田地域ケアプラザ デイサービス 紹介 

長津田のシンボルツリー(壁画) 

にも春が訪れ、梅の花が満開 

になりました。手作りタオルの可愛いウサギ

も顔を出してくれました！ぜひデイサービス

に見に来て 

ください！ 

春 

【問合わせ先】長津田地域ケアプラザ 

電話：０４５－９８１－７７５５  

担当：山下、石橋、尾崎 

 

長津田地域ケアプラザ 協力医 



場 所：長津田地域ケアプラザ   対 象：長津田地区在住の方 

定 員：15 名（事前申込制 先着順） 参加費：無料 

 

 

日時：令和５年３月 22 日（水）13：30～15：00 

場所：長津田地域ケアプラザ   参加費：無料 

対象：介護をされている方、介護経験のある方、これから介護をする方等 

定員：10 名（申込制先着順）  持ち物：筆記用具、マスク着用 
 

 

 

 

 

日 時：令和５年２月 17 日（金） 

10：00～10：45 

場 所：長津田地域ケアプラザ 
    ※メイン会場の東本郷地域ケアプラザ 

とオンラインでつながります。 

もしくはオンライン参加 

対 象： 60歳以上（先着順） 

参加費：無料 

担 当：布川 
 

 

 

 

 

 

日 時： 

② 令和５年２月  ６日（月） 

③ 令和５年２月 13 日（月） 

④ 令和５年２月 20 日（月） 

全て 10：00～11：30 

場 所：長津田地域ケアプラザ 

参加費：無料   担当：松本、布川 

対 象：おおむね 65歳以上 

 
 

 

 

                           各地域でどんど焼きが行われました！ 

感染対策をしながら、地域で少しずつ行事が再開されています。自治会の 

掲示板に、身近で楽しい情報が掲載されています。足を止めて見て 

いただけると、うれしいです！ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込方法：右の二次元コードより申し込み、または窓口、電話にて受付 

問合せ先：長津田地域ケアプラザ 電話：０４５-９８１-７７５５  

問合わせ・申込み先：長津田地域ケアプラザ 

      電話：０４５-９８１-７７５５  担当：原（祐）、伏見 

介護者のつどい ～エンディングノート～ 

※コロナ禍のため内容や参加条件等が変更、または開催中止となる場合があります。 

◇◆ 発行元：長津田地域ケアプラザ ◆◇ 

住  所：緑区長津田２-１１-２ 

代表電話：０４５-９８１-７７５５ 

相談専用：０４５-９８１-７７６３ 

Ｆ Ａ Ｘ：０４５－９８１－７５７５ 

休 館 日：毎月第４月曜日、年末年始 

※ご相談の際は、相談員との事前予約をお願いします。 

 

 歌うチャーミング体操 GoGo 健康！ 

65 才からのストレッチ 

ながつた情報コーナー 
 

落語 DVDで 

楽しく 

学びましょう♪ 

開催中！残り枠は先着順です！ 

歌いながら楽しく体を動かしましょう♪ 

オンライン参加の 

お申込みはこちら 


