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高齢者福祉センター

■
■特別養護老人ホーム
■

2020 年

明けましておめでとうございます。
高齢者福祉センター（汲沢地域ケアプラザ・特別養護老人ホーム
しらゆり園）はお陰様で創立２２周年を迎えました。
今年も、これまで同様「地域と共に」を基本に
地域の皆さまと協働し、住みやすい福祉保健介護の
拠点施設づくりに、職員一同努めて参ります。
ボランティア小堀百合子さんが今年も
干支のぬいぐるみを編んで下さいました。
今年もよろしくお願いいたします。
毎年ありがとうございます！
！

遊びに
きてね

踊場地区センター ま つ り

とつか
ハートプラン
コーナー

「とつかハートプラン」の取り組み の一環として
「踊場地区センターまつり」の会場内で「まち」に関
するコーナーを開催します。航空写真をはじめ、体力
測定やケアプラザ相談コーナーもあります。

介護・福祉・ボランティア
何でも相談コーナー
（福祉に関する相談会）

まちの
歴史写真も
あるよ！

担当：ケアプラザ職員
●

回覧

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

図書館司書さんが来てくれる！
０歳からの絵本講座

赤ちゃんと絵本の出会い方
生まれたての赤ちゃんでも絵本を
楽しめること、知っていますか。

戸塚図書館の司書さんが絵本を通した
赤ちゃんとのふれあいや、絵本の読み書かせに
ついてお話してくれます。絵本の選び方についても
もちろん教えてくれますよ。
ママたちも、どうぞ絵本を楽しみに来てください。

●日時：令和 2 年 1 月３０日（木）
10:30～11:30
●対象：0 歳のお子さんと保護者
☆ごきょうだいの参加もどうぞ。同室で
ボランティアさんの見守りがあります。
●人数：先着 10 組
●参加費：無料

ぐみ☆クラフトアート
mama
craft 共催

名前入りのオリジナルロゼットを作ります♪

動物ブローチかヘアゴムも当日一緒に作ります｡
講師： 鴨田 千早 先生
●日時：2020/２/２(日)10:00～11:30
●場所：汲沢地域ケアプラザ
●参加費：900 円 ●定員：先着 10 名
３月(３/８) 鍵、名札、ＩＤカードなど首から下げる時に便利！
好きなリボンを選んで作る★リボンレイのネックストラップ★

●

毎日の子育てで感じるイライラや悩み、
みんなで話したり、情報交換して
心を少しかる～くしませんか。
■対象：未就学児のお母さん
■日時：2/28(金)、３/６(金)、3/13(金)
10:00~11:30 （3 回シリーズ）
■会場：汲沢地域ケアプラザ
■内容：～母子別室にて～ ・仲間作り
・グループワーク・ティータイムなど
■人数：６～12 名(申込多数の場合は抽選)
■講師：矢野令子氏（横浜市子育て支援者）

申込締切 2/17(月)まで

陶芸
教室
初心者向け体験陶芸教室です。
陶 芸 を や っ てみ たいな と 思っ て いる 方
大歓迎！自作の器でコーヒータイムは
いかがですか？お気軽にお申込み下さい。
２/1 (土) 形成
２/８ (土) 削り
３/７ (土) 釉薬掛け
３/14 (土) 作品評会
【毎回 9:30～12:00】
●場
●定

所：汲沢地域ケアプラザ
員：20 人 ●参加費：2000 円

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

「地域包括支援センター」 からのお知 らせ

超高齢社会とフレイル
～3 回シリーズ第２弾～

保存版

「フレイル」や「サルコペニア」といった言葉を聞いたことが
ありますか？超高齢社会に突入した現在の日本では、自立して暮らせる期間、
「健康寿命」がキーワードとなります。
フレイルは英語の Frailty(虚弱・老衰)をもとにします。前回はフレイルの主に概念についての
お話をしましたが、フレイルの提言作成に関わった虎ノ門病院の大内尉義院長は「虚弱や老衰に
は元に戻らない印象があるが、フレイルにはなりかけても元に戻るという予防の意味がある」と
しています。またフレイルには身体的だけでなく、精神心理的、社会的フレイルがあるが、超高
齢社会を迎え最も大きな問題となるのが
＜フレイルの診断基準 5 項目＞
身体的フレイルです。
1) 体重減少
右記の診断基準 5 項目のうち 3 項目以上に該当
（1 年で 4.5 ㎏以上自然に減少）
すればフレイル、1～2 項目に該当する場合プレ
2) 筋力低下
フレイルと診断します。診断では特に筋肉が重要
（握力が男 26kg／女 18kg 以上が正常）
とされますが、加齢に伴う筋肉量の減少や筋力低
3) 易疲労感
下をサルコペニアといいます。
4) 歩行速度低下
フレイルもサルコペニアも高齢者の生活機能を
（1 秒間 80cm、1 分 48m 以上が正常）
低下させ介護者の負担まで増大させてしまいますが、5)日常生活活動度の減少
両者とも習慣的な運動や正しく栄養を摂ること
（筋肉を作るのに欠かせないたんぱく質・カルシウム・ビタミン・ミネラルなど）により予防が
可能と言われています。
歩行に関した研究では、認知機能の低下に先行して歩行スピードが低下するという報告や、週
3 回以上の早歩きを行う高齢者は認知症発症のリスクが低いという報告もあります。
また、罹患している疾患の適切な治療は当然のことではあるが、近年高齢者の多剤服用の悪影響
も言われており、６～7 種類を超える服用には見直し検討が必要な場合もあります。精神心理的、
社会的フレイルの予防には趣味の活動や周囲との交流、社会的役割の維持も大切です。
最近は介護保険を始め高齢者への
各種サービスの環境も整いつつあります。
可能な範囲内で普段の生活の
活動性を維持し、習慣的な運動や
適切な食事で健康を意識することが
重要となります。

精神・心理的
MCI
（軽度認知症障害）
うつ
認知症

汲沢地域ケアプラザ

身体的
低栄養
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地域包括支援センター： 電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 1 月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

10:00～12:00 陶芸教室
お休み

かいごカフェ

★印のプログラムは申込みが終了しています

やきもの遊び

18日（土）

どれみの森のお友達★

17日（金）

お休み

ぐみざわ倶楽部★

10:０0～12:00 ぐみクラフト

10:30～12:00 ぐみカフェｹｱﾌﾟﾗｻﾞ店

20日（月）

13:30～15:30

5日（日）

10:00～11:30

15日（水）

13:00～16:00

日時： 1 月 14 日（火）、1 月 28 日（火） 12 月 16 日（月）午後～1 月 15 日（水）午前
２月 25 日（火）
水墨画「松・竹・梅」展 馬場芳宏様
いずれも 13 時 00 分～13 時 30 分
1 月 16 日（木）午後～1 月 31 日（金）午前
日程は変更になる場合がありますので、
「汲沢小学校放課後キッズクラブ作品展」
ご相談は事前にご連絡ください。

汲沢小学校放課後キッズクラブ

連絡先：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

◆1 月はお休みです。
◆２月 14 日（金） 13:30～15:00
「介護保険以外のサービスについて」
介護されている方、介護を経験された方が対象です。

お問合わせは：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

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。

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

11 月にご寄付を頂いた方
清水瑠璃子様 ありがとうございます｡
ご利用の皆様のために有効に使わせて頂きます。
かまくらみち

二軒家

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待ち

深谷通信隊

しています！担当：地域係（金子、山田）

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
までお気軽にどうぞ

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp
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至立場

汲沢中学校
汲沢小学校

■■

至立場

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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新年あけましておめでとうございます
しらゆり園では、箱根駅伝観戦、初詣などの行事を行ない、お
正月を楽しんで頂いております。

ホームヘルプサービスや高齢者食事サービスを
ご利用していただきありがとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
●ホームヘルプサービスでは
高齢者や障がい者がご自宅で安心して快適に暮らせる
よう訪問介護サービスや自立支援サービス、横浜市移動
支援サービスを行っています。

●高齢者食事サービスでは
温かい食事を直接手渡すことで、ご利用者の安否を確認
しながら安心して在宅生活を継続できるように支援さ
せていただきます。

ヘルパーさんが不足しています。

ヘルパー

電話 861-1431

働く意欲のある方、男女問わず大歓
迎です。１日１件の活動でもＯＫ！
まずはご連絡を！ 詳しくは「ほほ
えみステーション」までお問い合わ
せください。連絡お待ちしています。
担当 土屋・佐々木

2020 年１月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

gatu

デイサービスは 1 月 4 日より営業致します。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
今年もよろしくお願いいたします。

～今年もよろしくお願いいたします～
汲沢地域ケアプラザでは、要介護認定を
受けられた方の暮らしをサポートするため、
5 名のケアマネジャーが在籍しております。
今年も、皆様のお力になれるよう
職員一同精一杯努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
お問合せ：汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャー
連絡先：045－861-1727

