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高齢者福祉センター

■
■特別養護老人ホーム
■

２０１９年
平成３１年

参加者
募集中!

たまには、ゆっくり

託児
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たりして
心を少しかる～くしませんか。
■対象：未就園児のいるお母さん
■日時：３/１(金)、３/８(金)、３/15(金)
10:00~11:30 全 3 回シリーズ
＊出れない回がある方はご相談下さい。
■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・保育士）

お申込みは 2/25(月)まで
新年度
募集します
1 年コース
対

象：

対 象：概ね 65 歳以上の方
内 容：月替りプログラム、健康体操、お茶タイム
場 所：汲沢地域ケアプラザ
参加費：材料費等
定 員：約 30 名
申込受付：3 月 1 日(金)から 13：30～15：30

内 容：親子で音楽あそびと月替りプログラム
講 師：武村祐子先生
場 所：汲沢地域ケアプラザ
参加費：2000 円
10：30～12：00
定 員：20 組 40 名
申込受付：3 月 1 日(金)から
詳しくは、ぐみぐみ

●

回覧

3 月号でお知らせします！

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

❶多目的ホール
多人数のご利用に適し
ます

❷調理室
多目的ホールとつなげて
使用可

備品：机 20 台、パ
ネルマット、乳幼児玩
具、ピアノ、等
備品：オーブン、電
子レンジ、調理器
具、食器 等

❸地域ｹｱﾙｰﾑ
❹ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
❺ミニギャラリー

趣味の集まりなど少
人数向け。４～15
名程度で使用。

❻図書コーナー

どなたでも利用で
きます。飲食も可。
お気軽にお寄りく
ださい。

心のこもった作品をご展
示下さい
絵本から小説、大きな
文字の本まで蔵書は
3500 冊!

どなたでも展示で
きるギャラリーで
す。2 週間単位。

汲沢地域ケアプラザ

貸館･施設のご案内
ケアプラザでは地域の交流の場として
部屋の利用、また共有施設の利用が
できます。お気軽にお問合せ下さい。
■部屋のご利用方法■
①まず団体登録をします。
②ご利用内容によっては利用料が発生
する場合があります。
※宗教・政治・営利目的には利用できません。

汲沢地域ケアプラザの見取り図
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正面玄関

場所：こちら

ぐみ

Café カフェ

＜ケアプラザ店＞

誰でもどうぞ。自由にどうぞ。

プレオープン
3/20 (水)
開店 13 時より

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

乳がん
～早期発見で助かる命～
乳がんは従来欧米に多く日本では少ないがんでしたが近年は罹患率・死亡率ともに急激な増加傾
向にあり、現在では日本人女性が罹るがんの第 1 位です。実に約 10 人に 1 人という割合です。
また、30～64 歳の女性死亡原因でも第 1 位となり年間 1 万４千人が乳がんで亡くなっていて日
本人女性にとっての大問題です。
乳がんは他のがんに比べ検診などで（早期）発見し
やすく、欧米では検診受診率の向上が早期発見⇒治療
につながり死亡率が減っていますが日本は未だ検診受
診率がとても低く死亡者数が年々増加している現状で
す。40 歳以上の人は乳がん検診を定期的に受けましょ
う。また、乳がんは自分で発見が可能な数少ないがん
なので、検診だけでなく若いうちからセルフチェック
を習慣づけるようにしましょう。

＜乳がんのセルフチェック＞
閉経していない人は、乳房（乳腺）が柔らかくなる月
経終了後 7 日から 10 日の間に、閉経後の人は日を決
めて毎月 1 回は行いましょう。普段から乳房の状態を
確認することによって小さな変化も気付き易くなり
ます。
チェックポイントは
＊乳房の変形や左右差の有無
＊乳房にタダレや皮膚の引きつれやえくぼの様な
へこみが無いか
＊乳房内にしこりやこぶが無いか
＊乳頭から出血や異常な分泌物が無いか などです。

＜乳がんに罹る危険因子＞
＊４０歳以上
＊初潮が早く（11 歳以下）、
閉経が遅い（55 歳以上）
＊初産が 30 歳以上
＊出産の経験が無い
＊閉経後の肥満
＊乳腺疾患（乳腺症などの）に
罹ったことがある
＊家族（祖母・母・姉妹）に乳がん
または卵巣がんの人がいる
＊乳がんになったことがある

チェック方法はお風呂に入る前が良いでしょう。まず鏡の前に立ち乳房全体を観察します。そ
して両腕を高く上げ正面・側面・斜めからもう一度観察し、乳頭を軽くつまみ分泌物が無いかを
調べます。次に入浴中に石鹸を手に着け内側から外側へ渦を描くように乳房全体を触りしこりが
無いかを調べます。同様に指先を揃えて腋の下に差し入れ（腋窩）リンパ節が腫れていないかを
調べます。お風呂で出来ない場合は就寝前にベッド上で仰向けになり同じ様に調べましょう。
尚、乳がんは乳房の外側の上部に発生しやすいので特に注意して下さい。もし、少しでも変化や
異変に気付いたら速やかに受診しましょう。毎月のセルフチェックに加え 2 年に 1 回は乳がん検
診で医師による視触診とマンモグラフィーや超音波などの画像検査を受けましょう。
乳がんは早期に発見すれば９０％が治癒出来るので毎月のセルフチェックと定期的な乳がん検診
を是非行って下さい。

汲沢地域ケアプラザ

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ２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

★印のプログラムは申込みが終了しています

8日（金）

13:00～14:30 ぐみざわ倶楽部★

お休み

やきもの遊び
どれみの森のお友達★

２日（土）
９日（土）

9:30～12:00

18日（月）

13:30～15:30

2日（土）

11:00～14:00

10:00～12:00 陶芸教室★

15日（金）

トンとん

10:30～12:00

高齢者福祉センターに寄せられた苦情・相談などの報告
平成 30 年 10 月～12 月までの苦情相談はありませんでした。
皆さまの貴重なご意見等をお寄せください。

日時：２月１2 日（火）
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

◆２月８日（金)13:00～14:30
アロマオイルを使用したハンド
マッサージです。
◆３月８日（金) 懇話会
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

◆1 月 22 日（火）～２月 15 日（金）
「今年の願い～書道展～」ぐみざわ倶楽部
◆２月 16 日（土）午前～３月 15 日（金）午後
「吊るし雛」展
雛の会様
*開始･終了日は都合により変更することがあります
ので、ご了承お願い致します。

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
★貸出には登録が必要です

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）

深谷通信隊

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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戸塚高校 文

中村三叉路

E メール soumu@hakuhoukai.jp

至立場

長後街道

「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

■■

かまくらみち

二軒家

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

平成 31 年 2 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

お
い
し
く
食 べ る た め に

毎日パタカラ
しています

しらゆり園では、美味しく安全に食事をするため
の口腔体操を行っています。
早口言葉やことわざクイズなど、職員がいろいろと持ちネタを披露
し、口腔体操と今月の歌を歌って、しっかりと口を動かしてから、お
食事を召し上がって頂いています。また、週に一度、専門の医師
がしらゆり園を訪れ、安全に食事が出来ているか、口の中の状態
や飲みこむ様子を見てくれています。

好きな物を
食べられるのって幸せだな…
次はお寿司を食べよう♪

平成 3１年２月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

新年早々、皆で大笑いしました！

ショートステイ（短期入所）について
ご自宅で介護をされていますと、介護者の方は泊まりで家を空けることが難しくなりますが、
ショートステイを利用することでそれが可能になります。今回はそんなショートステイに関し
て、日頃よくお聞きする質問にいくつかお答えします。
・申込みはいつするの？：２か月～３か月前の 1 日が多いです。（例えば５月の連休の希望は
２月１日か３月１日の申込みです）しかし、空きがあれば対応が可能なこともありますので、
「締め切りが過ぎたから」と諦めずケアマネにご相談下さい。
・いくらかかるの？：おおよそ一日個室で 4500～5500 円ほど
相部屋で 3500 円～4000 円ほどです（１割負担の場合）
。
そのうちお食事、お部屋代については助成制度があります。また、
特別養護老人ホームより介護老人保健施設の方がやや割高となります。
詳しくは担当のケアマネジャー（汲沢地域ケアプラザ ８６１－１７２７）にお尋ねください

