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■汲沢地域ケアプラザ
■特別養護老人ホームしらゆり園
■ほほえみステーション
２０１４年
平成２６年

12 月号

１２３４

横浜市では、「健康づくり」を進める一環とし
て「よこはまウォーキングポイント事業」が開始
されています。

ケアプラザでは地域の皆さまにご利用して
頂ける「ミニギャラリーコーナー」を設置
しています。主に絵画や写真、手芸品等を
展示できるスペースです。
個人やグループで作られた自慢
の作品を展示してみませんか？
期間；2 週間～1 カ月間
おどりば⼦育てマップ作成委員会

協力店舗等に設置されるリーダー
に歩数計をかざすことで、歩数に応
じたポイントが付与され、ポイント
に応じて抽選で景品が当たります。

万歩計リーダー受付時間
9 時〜17 時（⽉〜⽇）

踊場

踊場地区で
主任児童委員を中心に
連合町内会や社会福祉協議会の皆さんが協
力
して取り組まれていた踊場地区「子育てマップ」
が遂に完成しました！子育中のお母さんに優し
い地図です。ぜひ手に取ってご覧下さい。
汲沢地域ケアプラザを始め、踊場地区センター
や踊場ログハウスで配布しています

●お問い合わせ・お申込みは

12 ⽉29 ⽇（⽉）〜１⽉３⽇（⼟）
上記の間、汲沢地域ケアプラザは、
相談業務、貸し館事業、 図書コーナー、
デイサービス、全て休館・休業となります。

1 ⽉ 4 ⽇（⽇）から 開始します

汲沢地域ケアプラザ 地域係 TEL 045-861-1727

10 月 26 日（日）こばと幼稚園において「レクリエ
ーション大会」が開催されました。当日は秋晴れの中、
年齢別の徒競争や玉入れ等が行われました。田雑区長
や来賓者も参加したじゃんけんポンリレーゲームは地
区対抗です。競技者の真剣な姿に観衆は思わずニッコ
リ。また、汲沢町内会消防団の協力や家庭防災員によ
る非常食試食会も行なわれ、改めて皆さんの防災意識
が高められました。

10 月 26 日（日）北汲沢地区「健民祭」が開催さ
れました。壱町ヶ谷公園を出発し、泉区スポーツセン
ターを折り返してくる６㎞コースを約 200 名の皆さ
んが２時間かけて歩かれました。歩いた後には恒例の
「けんちん汁」が振る舞われました。
最後は汲沢中学校ブラスバンド部の
素敵な演奏が疲れを
癒してくれました。

11 月 9 日（日）踊場地区「おどりば文化まつり」
が汲沢小学校で開催されました。今年度から実行委
員会が組織され、迎えた当日は、スタッフ皆さんの
想いが通じたのか事前の予報を覆して晴れ間が広
がり、大勢の皆さんが来場されました。ケアプラザ
は保健活動推進員の皆さんと一緒に「車いす体験」
や「妊婦体験」のコーナーを担当させて頂きました。
ウナシーもかけつけてくれました！

１２月２３日（火・祝）

１３：３０～１５：００ころ

場所：汲沢地域ケアプラザ 多⽬的ホール
■お問合せ/
汲沢地区⻘少年指導員（⾦⼭）090-3241-3032
汲沢地域ケアプラザ 861-1727
無料
※予約はいりません

●お問い合わせ・お申込みは

「いちご座」の皆さんによる人形劇「金のオノ
銀のオノ」の公演と、汲沢中学校合唱部の皆さん
による「素敵な歌声を聴く会」を予定しています。
小さなお子さんから大人の方まで楽し
める内容です。ご家族・お友達を
お誘いの上、ご来場下さい。

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

10 月 10 日のつどいは、「アロマでリフレッシュ！」。男性介護者の方は
どうかしら…との事務局の心配も、頬をほんのり染めた皆さんの笑顔が吹き
飛ばしてくれました。ハンドマッサージをして頂く時、最初は気恥ずかしそうにしていた方も、
だんだんと気持ちよさそうなほっとした笑顔に変わっていくのがわかりました。
ハンドマッサージでリラックスしたところで別室に移り、男
同士の介護話に花が咲きました。認知症への工夫された対応や
“待つこと”の大変さなど、介護仲間だからこそ通じる会話が
交わされていました。
人前で介護の話なんか…と思われている方も、是非一度参加
してみてください。お待ちしています！
次回は、平成 27 年 2 月 13 日(金)13 時～です。

11 月 8 日の土曜日、外は肌寒い日でしたが会場は熱気むんむんの中、
「認知症予防」の相談会に相談コーナーを設けて、「よりそいノート」
をお配りしたり、認知症の相談をしたり、楽しいひとときでした。
地域包括支援センターでは、介護保険・介護予防や認知症などの相談
を、ケアプラザの中だけではなく、地域に出向く相談も行っています。
身近な相談をモットーに、皆さんの元にお伺いします！

お気軽に
ご相談ください
最近、テレビや新聞など頻繁に⽬にする“認知症”と⾔う⾔葉。
皆さんはどの様な印象をお持ちですか。
地域包括支援センターへの相談も「疑い」や「初期」の相談が増えてきました。“認知症の
診断”を受けたらもうおしまい、治らない、どんどん進んで何もわからなくなる、認知症は怖
い等々、本人や家族を不安にする情報も氾濫しています。初期診断がついたからと言って「安
全」の名のもとに、本人の行動や日常生活を制限したり、脳に良いからと無理やり脳トレプロ
グラムをさせることは逆効果！本人の不安を強めることになります。認知症にとって“不安”
は症状を重くする悪玉です。
本人の生活を中心に、一番不安な本人の気持ちに寄り添う関わりで、進行を遅らせることも
可能です。穏やかさと張りのある生活は特効薬です。現在の生活を長く続けるために、「まだ
大丈夫」「まだ介護は必要ない」と言わずに地域包括支援センターにご相談ください。
ご家族の“先の心配”も含め、無理のないこれからの生活をご一緒に考えましょう。
●お問い合わせ●

汲沢地域ケアプラザ 地域包括⽀援センター 045－861－5463

汲沢地域ケアプラザ１２⽉の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム
トンとん
介護者のつどい
キラキラ

日時

毎週水曜日

１０:００～１２:００

★印のプログラムは申し込みが終了しています。
6日（土） ９：３０～１２：００
13日（土）

陶芸教室★

13（土) 16（火）

ビーズ教室★

6日（土）

１１：００～１４：００

12日（金）

１３:００～１５:００

ぐみさわ茶房★

15日（月）

１３：３０～１６：００

２０日（土）

９：３０～１５:００

どれみの森のお友達★

19日（金）

１０:３０～１２:００

1２月 ２日(火)、 9 日(火)、16 日(火)
1 月 13 日(火)、20 日(火)、 27 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 861-5463

1 ⽉17 ⽇（⼟） 午前10 時〜12 時
場所：汲沢地域ケアプラザ 地域ケアルーム
★釉薬掛け、本焼きは当⽅で⾏います。
障がいのあるお子さんとご両親を対象に、親子
一緒に参加しながら楽しんで頂ける粘土遊び
教室を実施しています。参加ご希望の方は、汲
沢地域ケアプラザ地域係までご連絡下さい。

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

10 ⽉にご寄付を頂いた⽅々
赤羽 葉子様
ありがとうございます。
ご利用の皆様の為に
有効に使わせていただきます。
二軒家

かまくらみち
深谷通信隊
汲沢中学校
汲沢小学校

戸塚高校

中村三叉路

■■■

ご意⾒・ご感想・ご質問は ■■■
「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727

E メール

soumu@hakuhoukai.jp
までお気軽にどうぞ

施設の詳細につきましてはホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp ま で

至立場

踊場地区
センター

汲沢団地
至原宿

至立場

踊場交番
ヤマダ
電 気

プライマル
シティ

長後街道

■１２月１２日（金） １３時～１５時
「 ケーキと音楽 」
癒しの音楽を聞きながら、おいしい
ケーキを食べてリラックスした時間を
過ごしましょう♪
参加費：４００円
■１月９日（金）１３時～１５時
「 おやつ作り 」
参加費：１００円
※つどい開催中、介護を受けている方を別室
で ボランティアと職員が対応いたしますの
で、ご希望があれば事前にご相談ください。
お問い合せは 包括支援センター柚村まで
電話 861-5463

１３：３０～１６：００

23日（火）

宝寿院

まさかりヶ淵
市民の森

汲沢団地
横浜桜陽高校入口

至戸塚駅
至横浜
横浜新道

社会福祉法人横浜博萌会高齢者福祉センター

横浜桜陽高校

特別養護老人ホームしらゆり園

汲沢地域ケアプラザ

戸塚警察署

生協戸塚病院
至藤沢

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26年12月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

毎年11月から翌年3月頃にかけて、「感染性胃腸炎」が流行します。
その多くはノロウイルスによるものです。嘔吐や下痢でつらい思いをするは避けたいものです。
では、ノロウイルスにかからないようにするには、どのようにすればよいのでしょうか。

ノロウイルスはこのようにして
体の中に入ってきます

１食べ物と一緒に食べてしまう
① ウイルスに汚染された食品を十分に熱を加えないで食べた時。ノロウイ
ルスは熱に弱いのですが食品の中まで十分に熱を通すことが大切です。
② ノロウイルスになった人が作った食事を食べた時、調理中にウイルスが
食品や水を汚染し、汚染したものを食べてしまう。

２手からウイルスが口に入ってしまう
① ノロウイルスになった人の糞便や吐いたものに触れ、
自分の手について口に入ってしまう。
② ノロウイルスになった人の手についたウイルスがドアノブ等について、
それを知らずに触ってしまい、自分の手についたウイルスが口に入ってしまう。

３飛び散ったウイルスが水滴やチリやほこりになり口に入る
① 痢便や吐いたものが飛び散り、ウイルスを含んだ小さな水滴が口に入って
しまう。
②吐いたものの処理が不十分なため、それらが乾燥してチリやほこりとなって空気
中を漂いそれらが口に入ってしまう。ウイルスは意外と長生きです。

ノロウイルスを
口に入れないために

① 食品の中心の温度が 85℃～90℃で 90 秒以上の殺菌が必要にな
ります。
② 手洗いをしましょう。
③ 便や吐いたものをふき取ったところを殺菌します。

消毒液の作り方
次亜塩素酸ナトリウムを使用します。
塩素系漂白剤（ハイター又はキッチンハイターです。ワイドハイターは
利用できません）をよくすすいだペットボトル500ｍｌに、ペットボトルの
キャップ約1/2杯（10ｍｌ）を入れて水をいっぱいになるように入れます。
キャップを閉め、よく振って下さい。
注）皮膚への刺激が強いので、手袋を使用してください
皮膚に付着した場合は、大量の水で洗い流してください
目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

平成 26 年 12 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

一年間かけて作りあげてき
た、作品をお披露目させて
頂きました♪ 寄付で頂い
た包装紙などを使用して、
色々な季節を表現できまし
た。ご利用者の根気強さ、
センスにビックリです♪♪
今年も、桜陽高校の文化祭
に作品を展示させて頂きま
した！桜陽高校 PTA の皆
様・関係者の皆様、ありが
とうございました！

１２月の行事予定
12 月 19 日～25 日 『忘年会』
一年の終わりを笑顔で締め括ります！！
❤❤プレゼントもお楽しみに❤❤

税の軽減について

デイサービスのお風呂ってどんなところ？
どなたでも、お気軽に見学に来て下さい
℡ ８６１－２８０６
佐々木まで

②高齢者の所得税・住民税の障害者控除について

65 歳以上の方で、寝たきりや身体障害等に準ずると各区福祉保健センター長が認定した場合は、
『障害者控除対象者認定書』を発行します。この認定書により、課税対象となる所得金額から一定
金額の控除を受けることができます。
納税義務者本人又は納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族が年齢６５歳以上で、申請年度の
12 月３１日時点（死亡した場合は死亡日）に、対象要件に該当した場合に、認定書が発行されま
す。障害者控除に該当した場合 ⇒ 所得税控除は、27 万円控除。市民・県民税は２６万円控除
特別障害者控除に該当した場合 ⇒ 所得税控除４０万円、市民・県民税は３０万円控除です。
《同居特別障害者控除について》※控除対象となる配偶者又は扶養親族が納税者又は納税者の配偶
者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと、常に同居している特別障害者の場
いは所得税７５万円、市県民税５３万円の控除となります。
詳しくは担当のケアマネジャーへ。

