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 10,000円 ２０名
パソコン短期集中
　　　　　初級講座

 かながわ労働プラザは、大規模地震の際の要介護者
の一時避難所に指定されています。
 非常災害時に帰宅困難となったご利用者のために、
飲料水、カンパン、毛布、衛生用品などの防災用品
の備蓄を進めています。

講座募集講座募集

プラザ耳より情報プラザ耳より情報

労働情報コーナーから労働情報コーナーから

 「労働情報コーナー」では、社会で話題となったテーマを毎
月取り上げ、関連の書籍を揃え閲覧・貸出しを行っています。
 また、毎月テーマを決めて特集コーナーを設けています。
今月の特集は、「パワハラ・セクハラ」です。館内ではこれに関
するDVDも配架しておりますので、どうぞご利用ください。

お勧めの一冊

仕事の王道「疲れた自分」から抜け出す働き方
　小宮 一慶　著　日本経済新聞社
　
　毎日、生き生きと楽しく働けるようになるにはどうすれば良いのでしょうか？
　そのヒントを本書から発見しましょう！

新刊図書ご紹介

社会を変える仕事をしよう
　「ビッグイシュー １０年続けてわかった大事なこと」
　 佐野 章二　著　日本実業出版社
　
　雑誌「ビッグイシュー日本版」の販売を通じて、ホームレスの
人々の仕事を作り、自立を応援する事業をどのようにして仕事
にしていったのか。
　社会的企業の起業、組織、経営、活動と仕事、これからの社会
について述べている。「一人ひとりに居場所と出番のある社会を
つくりたい」という著者の思いが伝わる一冊。
　

　
　

WiFi 防災

 かながわ労働プラザでは、
この１月からWiFi環境を整
えました。

無料でご利用できますので、
事前にご確認の上、ご活用
ください。

◆　サークルご紹介　「ＹＯＧＡサークル」

◆　ほっとひといき　プラザ９階
　　　　「レストラン味彩(あじさい)」のご紹介

◆　労働情報コーナーから

◆　講座募集のお知らせ

◆　プラザ耳より情報

発行　神奈川県立かながわ労働プラザ　指定管理者　公益財団法人 神奈川県労働福祉協会
　　　　　　 　〒231-0026　横浜市中区寿町1-4　Tel 045-633-5413 Fax 045-633-5416

特 集

ヨ  ガ

 １,500円 ３０名2月28日(金)

３ キャリア開発支援セミナー
＆ 就職準備ガイダンス

就職準備ガイダンス
＆ ﾄｰﾀﾙｲﾒｰｼﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ講座

3月11日(火)  500円 ５５名

第8回「プラザフェスタ」第8回「プラザフェスタ」

囲碁大会

生け花体験教室

フラダンス実演

ヨガ体験教室

スチールドラム演奏

厚焼き玉子教室

特別講演
「かながわのまち散歩」2月25日(火)

随時受付中！　ふるってご参加ください！

プラザ通信

１はプラザ１階受付　　　　℡045-633-5413
２．３はプラザ７階事務局　  ℡045-633-5410

お申し込み・お問い合わせは



サークル名：ＹＯＧＡサークル ☆ メンバー数　99 名

☆ 活動日

　（月）ハタヨガ / ママヨガ

　（水） ハタヨガベーシック

　（木） ハタヨガ

　（金） ママヨガ

　＊ママヨガはお子様連れ O.K

☆ 会費　１，９８０円

詳細はプラザ受付までお問い合わせください。

ハタヨガとは

　　運動と呼吸を組み合わせた基本的なヨガで、

　　未経験者でも無理なく始められます。

ママヨガとは

　　産後の身体をゆっくりと回復させ心身ともに

　　健康をめざすリラックスヨガです。

講師　石田 康恵さんからひとこと

　老若男女、だれでも、いつでも出会った時が

御縁の始まり、お気軽に見学、ご参加ください。

　心身ともに軽く、終わった時のスッキリ感を

是非一度ご体験ください。

　新規会員随時募集中です。

今回は Lプラザ９階のレストラン［味彩･あじさい］さんをご紹介します！

　ある日の

日替りランチ

ウクレレの生バンドをバックに、小さなメンバーから幅広い年齢層の皆様により、

外の寒さを吹き飛ばす熱気あふれるフラダンスで盛り上げてくださいました。

活動場所：戸塚法人会館　( 戸塚区上倉田町 449-2)

活動日時：毎週木曜日　14:00 ～ 17:00

活動内容：生け花、フラワーアレンジメント

新規入会大歓迎ですので、お気軽にご見学ください。

カレオラニ オ カウア

草月流　一星花の会

県技能士会連合会

県職業能力開発協会

パンタジア

スチールドラム　オーケストラ

フラ・スタジオ・ヒナノ

活動日：第 1、第 2、第 3 月曜日

活動内容：フラダンス、タヒチアンダンス、チャモロダンス

新規入会大歓迎ですので、お気軽にご見学ください。

ハワイとフラダンスの好きな 50 名程のメンバーにより、14 組 14 曲を実演、

観ている方も自然に身体が動くようなリズミカルな演技でした。

フラとハワイの好きな方集まれ！

活動日：水・土・日曜日

活動内容：スチールドラムの基礎から、オーケストラ練習。

新規入会大歓迎ですので、お気軽にご見学・体験してください。

今号では人気のヨガ･サークルをご紹介します。

生徒のみなさんの声

・ヨガを続けて健康でイキイキ、、、と。（78歳Ｓさん）

・広くて落ち着きのある和室と程よい人数でからだを動かしてます。（Ｍさん）

　プラザでの営業が１０年目に入った味彩さん。

大好評の日替わりランチ（Ａランチ・Ｂランチ・焼き魚定食）を６３０円で提供し、

施設利用者と入居団体職員はもとより、近隣にお勤めの方のご来店で、ランチタイムは

連日大盛況。

また、夜は貸切をしてのご宴会利用も

多い、人気のレストランです。

プラザご利用の際はぜひ９階「味彩」さんへ！

プラザフェスタでの体験教室の様子。

　　普段は和室を利用しています。

　プラザ内に年間を通してお花を

生けてくださっている同会に、

プラザフェスタでは生花の展示

ほか、フラワーアレンジメント

体験教室を開催していただきま

した。

　技能士会加盟団体の内、12 団体にご協力いただき、各団体の職人さん、スタッフ 76 名の

あたたかいふれあいを通じて、参加者が皆熱心に「ものづくり」に取り組んでいました。

　また、裏方に徹していただいた神奈川県職業能力開発協会さんにも感謝！！

ドラム缶を半分に切ったような楽器

「スチールドラム」から独特な素晴ら

しい音色を楽しみに、プラザフェスタ

のオープニングにふさわしい演奏から、

不思議な音色に引き込まれる内にフェ

スタが始まりました。

   第８回「プラザフェスタ」は、おかげ様で２，０００名を超える多くの方々が

来館されました。ニューツーリズムの第一人者が、かながわの魅力・歩き方を語

る特別講演会「かながわのまち散歩」を始め、匠の技を持つ技能士の皆様のご協

力による「ものづくり体験教室」、そしてプラザに集うサークル活動団体の皆様に

日ごろの成果をご披露いただく等、メニューも豊富で終日、大盛況でした。

特 集 プラザに集うサークルのご紹介

ほっとひととき

「第８回 プラザフェスタ」

スタッフのみなさんから

　　　　　　　　　　　ボリューム満点の日替わり

　　　 　　　　　　　ランチ、そして各種ご宴会・

      　　　　　　パーティーを横浜を一望できる

最高の景色で、ぜひお楽しみください。

明るく元気なスタッフ一同、皆様のご来店を心より

お待ちしております！

　Ａランチ

豚肉の

野菜巻き天ぷら

ポン酢ソース

 焼魚定食

 子持ち

 丸干にしん

　Ｂランチ

ハンバーグと

ゴロゴロ野菜の

トマト煮込み

店長の樋口さん（前列左）とスタッフのみなさん

お問い合わせ

℡０４５－６６２－６６５１

定休日　毎週月曜日　
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