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■特別養護老人ホーム
■

2019 年

５月連休に伴うお知らせ
★4/28(日)～5/6(月)
開館時間は９時～17 時です

※図書コーナー、印刷機の利用も含む

★｢遊び場･しゃべり場･ほっとタイム｣
＊５月 １日(祝日)※通常通り開催
ケアプラザ主催「子育て広場」として実施します
＊５月 ８日(水) ※都合によりお休み
５月 15 日(水)以降は通常通り開催します
【お問い合わせ・お申し込み】 汲沢地域ケアプラザ地域係： 電話

045-861-1727

いきいき健康づくり教室 ～参加者募集～
「元気はつらつ・いきいき人生 100 歳」にむけて、汲沢西団地集会場を
お借りして「いきいき健康づくり教室」を５月～２月まで月 1 回開催します。
概ね 65 歳以上で、汲沢西団地お住まいの方
日 時
内 容
や近隣の方で、直接お越しいただける方なら、
5 月 22 日（水） ロコモ予防の話、体力測定
どなたでもご参加いただけます。
6 月 26 日（水） お口の健康①食事の話①
また､お手伝いしてくださるボランティアを募
集しています｡健康づくりは 40 歳代からが大
事です｡ 一緒に活動しながらご自身の健康
づくりも楽しみましょう｡
① 対象者：概ね 65 歳以上の方
（ボランティア希望の方は年齢問いません）
② 募集人数:20 名
（申込多数の場合は抽選となります）
③ 費用:無料

会場：汲沢西団地集会場
時間：10 時～12 時（受付 9 時 45 分～）

汲沢地域ケアプラザ

回覧

7 月 10 日（水） フレイルってなあに？
ハマトレ体操
8月

お休み

9 月 25 日（水） フットケア（足の健康）
１０月 30 日（水） 脳トレ体操
１１月 21 日（木） 歯科医師の話、食事の話②
１２月 25 日（水） ハマトレ体操、脳トレ体操
1 月 22 日（水） ハマトレ体操、脳トレ体操
2 月 26 日（水） 認知症サポーター養成講座

地域包括支援センター： 電話 045-861-5463

東日本大震災から８年
被災地で日常を取り戻した人も、未だに故郷に帰れない人も
すべての人々が安心安全に暮らせることを心から願います。
私たちはあの震災を通して、日本人の

「助 け 合 いの心 」と、「感 謝 の心 」を確 信

しました。

８年 経 った 今 も 、そ の災 禍 を 決 して

風化させることなく、将来へと語り繋い

でいきたいと思います。

８年前の震災時は、ここ関東地方でも
大きな揺れを記録し、停電や火災などの
様々な被害が出ました。また、隣近所の
助け合いや地域でのつながりが非常に
大切であることも体験しました。
この震災の教訓を生かすためにも
お住まいの地域の防災、町内会や自
治会の取り組みについて、確認して

みましょう。

写真：
「軌跡の一本松」
ウィキペディアより引用

まずは
いっとき

一時避難場所へ！
近くの公園や
空き地など
いっとき

一時避難場所
広域避難場所

（小学校・中学校）
※市内震度５強以上で
開設します。

周囲の様子を見たり、次の避難場所に
移動する前に一時的に集まる場所です。
予め自治会・町内会で定めている
地域
大規模な火災が発生した場合、熱や煙
から身を守る為に火災がおさまるまで一時的に避難する
場所です。(旧深谷通信所・横浜市消防訓練センターなど）

家屋の倒壊や焼失などにより自宅での生活が困難に
なった時に、一時的に避難生活をする場所です。
地域の皆さんが中心となり、学校や行政と連携して
運営を行います。また、食糧・救援物資の配布や生活
情報の提供、家族の安否確認などを行う場所です。

地域防災
拠点

該当する
町名・番地

該当する自治会・町内会

汲沢小学校

汲沢町
汲沢３丁目～
５丁目、８丁目

・汲沢町内会 ・富士見町内会 ・大丸自治会
・平和台町内会 ・ぐみざわ東ハイツ自治会
・ぐみさわなか団地自治会 ・東明東町内会
・ライオンズマンション戸塚第３自治会
・ライオンズガーデン戸塚自治会 など

東汲沢小学校

汲沢町、
汲沢１丁目、戸塚町

・平台町内会 ・県営汲沢団地自治会 ・汲沢明和会
・汲沢警察公舎自治会 ・東急汲沢台自治会 など

汲沢中学校

汲沢町
・大久保自治会 ・汲沢さつき町内会
汲沢 5、6、７丁目 ・汲沢西団地自治会 など

戸塚中学校

汲沢 1、2 丁目
戸塚町

・東明西町内会

・新生自治会

・六郎丸町内会

・踊場町内会（南部） ・東明会 ・新明会
・戸塚富士見丘ハイツ自治会 ・プライマルシティ自治会
・くみさわハイツ自治会 など

※踊場町内会（北部）は矢部小学校が地域防災拠点になります。
※上記の自治会・町内会名は必ずしも町名・番地と一致していない場合もあります。
また、記載されている自治会・町内会に所属されていない方や地域も対象になります。
※地域防災拠点は必ずしも決められた場所に避難しなければならないわけではありません。
あくまでも目安として下さい。
■大火災が発生したら、広域避難場所（旧深谷通信所・横浜市消防訓練センターなど）へ一時的に避難を！
■汲沢地域ケアプラザは高齢の要援護者の皆さんが避難される福祉避難所に指定されています。

汲沢小学校地域防災拠点訓練（2 月 24 日）
汲沢小学校において「地域防災拠点訓練」が実施されました。
煙体験を始め、学校の敷地内に保管されている応急備蓄や「簡易ト
イレセット」の確認をしました。地域防災拠点は住民の皆さん自ら
が運営委員会を組織し運営されます。拠点訓練は地域防災拠点に定
められている各学校で実施されていますのでご確認下さい。
2 月 19 日（火）

鈴木弁護士・清水
司法書士を講師に
お招きし、実例から
学ぶ相続・遺言の基
礎講座を開催いた
しました。講師より
「相続の方法・トラ
ブルのリスク」「自
筆証書遺言・公正証
書遺言の違い」など
の説明がありまし
た。
参加者の方からは「シンプルな内容で勉強になった」
「改正された相続法について詳しく説明がありよかっ
た」といった感想や多くの質問が寄せられました。
今後も包括支援センターでは皆様の役に立つ講座を
開催してまいりますのでご参加下さい。当日は多くの方
に参加いただき大変有難うございました。

３月３日（日）高齢者福祉センター

ボランティア感謝会報告
今回はパラリン
ピックに出場され、
金メダルを獲得し
世界記録も樹立さ
れたことのあるパ
ラスポーツ界のレ
ジェンド“葭原滋男
選手”をお招きして
開催しました。
当日は悪天候にも関わらず大勢のボランティア皆
さんに参加して頂きました。葭原選手によるパラリ
ンピックの貴重なお話しを聞いたり、ブラインドサ
ッカーのデモンストレーション等も一緒に体験して
頂きました。閉会後には、ボランティアの皆さんと
葭原選手が握手しながらお互いにエールを交わされ
ている光景がとても印象的でした。

■汲沢地域ケアプラザ４月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ

毎週水曜日
12日（金）

★印のプログラムは申込みが終了しています

10:00～12:00 陶芸教室★

6日（土）
13日（土）

13:00～14:30 ぐみざわ倶楽部★

15日（月） 13:30～15:30

お休み

やきもの遊び
どれみの森のお友達★

19日（金）

10:３0～12:00

日時：４月９日（火）・４月 23 日（火）
いずれも 13 時 00 分～13 時 30 分
日程は変更になる場合がありますので、
ご相談は事前にご連絡ください。
連絡先：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

※4 月から時間が 13:30～15:00 に変更にな
ります。
◆4 月 12 日（金）
「活用していますか？ケアマネージャ―さん」

◆5 月 10 日（金）
「認知症について」
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

４月１日（月）午後～４月 15 日（月）午前
「デジカメ写真＆パッチワーク」展
竹の子会

どなたでもご利用できる図書コーナー
です。戸塚区図書館の本 500 冊、蔵書も
3000 冊以上あります。
開

館：９時～21 時
（日・祝：17 時まで）
貸し出し：２週間、３冊まで
★貸出しには登録が必要です

2 月にご寄付を頂いた方

アネスト岩田㈱様、木村 篤様、髙橋眞弓様、
社）戸塚法人部 女性部会様、伊藤 潮様、
汲沢地区老人クラブ連合会様
ありがとうございます。
深谷通信隊

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿

まさかりヶ淵
市民の森

幼
横浜桜陽
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汲沢団地
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戸塚高校 文

中村三叉路

宝寿院

至立場

長後街道

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

E メール soumu@hakuhoukai.jp

までお気軽にどうぞ

かまくらみち

二軒家

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■
「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

様

開始・終了日は、都合により変更することが
ありますので、ご了承ください。

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待ち
しています！担当：地域係（金子、山田）
■■

9:30～12:00

ライフ

戸塚警察署

生協戸塚病院
至藤沢

横浜市戸塚区汲沢町 986

JR 東海道線･横須賀線及び横浜市営地下鉄戸塚駅西口ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ④番より
汲沢経由立場ﾀｰﾐﾅﾙ行ﾊﾞｽ 横浜桜陽高校前（所要約７分）下車徒歩３分
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ほほえみステーションだより
食事サービスのアンケート結果
ほほえみステーションの配食サービスをご利用いただいている皆様に、年 1 回アンケートへの
ご協力をお願いしています。今年も皆様からの回答をまとめましたので報告させていただきます。
全体的な評価は概ね良好でしたが盛り付けにつ
いては若干良くないとの評価をいただきました。
訪問食事サービス
食事の値段については 500 円の方は『妥当』、
保温容器に入れた温かいお食事を、明るい
850 円の方は『高い』と感じているようです。安
あいさつとともに、安否の確認を兼ねて
否確認の必要な方、食事の確保が難しい方、栄養
ご自宅にお届けします。
失調の危険がある方、介護度が要介護２以上であ
ることなど、いくつかの条件を満たしている方は、 ★1 食 500～600kcal の栄養バランスの
良い食事です。
横浜市の助成を受ける事ができるため 500 円で
★お粥、やわらか食、各種治療食(糖尿食,
す。条件を満たさない方は全て自己負担となりま
塩分制限食など)、アレルギーなどの禁
すので 850 円と金額に差が出てしまいます。
食にも対応いたします。
栄養士がカロリー計算や治療食のメニューを考
【配送エリア】戸塚区、泉区(応相談)
えており高齢者の方々に安心して召し上がってい
【配送日】月～金(土日･祝･年末年始を除く)
ただける食事をお届けさせていただいているため
実費では少し値段が高いと感じてしまうかもしれ
ません。お味噌汁の量が少ない、おかゆが冷めると団子のようになってしまう、等の苦言も頂き、
改善に向けて努力しております。また「お楽しみ食」や「おまけの一品」などは今後も継続して
いきたいと思います。
アンケートにご協力頂きありがとうございました。皆様のご意見を参考に今後も一層努力していき
たいと思います。

配達スタッフよりご利用者の皆様へ
ご利用者様との
コミュニケーション
を大切にし、
まごころを込めて
お食事をお届け
いたします

桜咲く季節となり
ましたが、花冷えの折、
お食事をしっかり
摂って元気にお過ごし
ください！

【お問い合わせ・お申し込み】 ほほえみステーション：電話 045-861-1431
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日頃の運動

～すいとん汁作り～
皆さんで、
すいとん汁
を作って食
べました！
美味しかっ
た～

春の日差しが心地よい季節となりました。
冬の間、「寒いから・・・」と外出機会が少なくなりがちですが、
外へ目を向ける良い時季ではないでしょうか。
「外出したいけど体力がない・・・」
「杖を使いたいけど、どんな物が良いのか分からない・・・」
介護保険サービスでは、そんな困りごとのサポートとして、
目的に合わせた体力づくり（通所による機能訓練、訪問による
個別のリハビリなど）
、福祉用具による支援（杖や手すりの利用
案内、フィッティング等）その他、様々な分野で支援を行います。
（条件により、ご利用になれないサービスもあります）
お問い合わせは、汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ

そろそろ

電話：045-861-1727

でてみようかな

