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～地域と共に歩む～

三宅医師の

出張

健 康 相踊談
場
～

踊場地区センターと

の協力～
9 月８日〈火〉
12:30～13:30

地区
セ ン

●会場：踊場地区センター〈１階〉
●内容：三宅医師の専門は内科です。他に認知症について、
健康診断のデータの見方、お薬について・・などなど
●費用：無料
●先着順で時間内での相談になります

タ ー
と の

汲沢地域ケアプラザ協力医、
三宅医院・三宅啓史医師によ
る健康相談を、初の試みとし
て踊場地区センターで開催す
ることになりました。特に踊

～

場地区センターのご近所の皆
様ご活用ください。

＜今後の出張予定 ＞
●１２月８日〈火〉
●３月８日〈火〉
12:30～13:30

★この場での治療や検査は行いませんのでご了承ください
お申込み・お問い合わせは

協 力045-861-5463
～

地域包括支援センター

陶 芸 教 室
自作の器で食卓を
飾ってみませんか！
初心者向けの体験陶芸教室ですので、
お気楽に参加して頂けたらと思います。
日

程： ９月 5 日（土）
9 月１２日（土）
１０月 3 日（土）
１０月 10 日（土）
時 間：９時３０分～１２時
定 員：２０名（※先着順）
参加費：２０００円
場 所：汲沢地域ケアプラザ
申込先：ケアプラザ・地域係
お申込み・お問い合わせは
ケアプラザ窓口・お電話で

形成
削り
釉薬掛け
作品評会

地域ケアルーム

や きものあそび
障がいのあるお子さんとご両親に、
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。
日程：9 月 19 日（土）
時間：午前 10 時～１２時
場所：汲沢地域ケアプラザ 地域ケアルーム
参加費：無料
★釉薬掛け、本焼きは当方で行います。
申込先：ケアプラザ・地域係

汲沢地域ケアプラザ 地域係

045-861-1727

汲沢地区社会福祉協議会主催事業

７月 4 日（土）９時半から地区社会
福祉協議会主催、汲沢地区「七夕まつ
り」がこばと幼稚園で開催されました。
当日は梅雨の晴れ間の中、地域の小学生を
中心に 100 名を超える親子が参加されまし
た。地域のご高齢の皆さんも参加され、笹の
葉に短冊を飾る親子に折り紙の作り方を伝
えている姿が印象的でした。
毎年この「七夕まつり」は汲沢地区の民生
児童委員の皆さんを始め連合子ども会や青
少年指導員の皆さんが協力しながら開催さ
れています。また昨年度からは汲沢中学校 V
メイトの皆さんもボランティアとして参加
されています。

七汲
夕沢
ま地

つ

区
り

も お邪魔しました
月１回ケアプラザで実施している
余暇活動グループ「トンとん」のメン
バーが初めて「七夕まつり」にお邪魔
させて頂きました。参加した小中学生
は地域の皆さんと共に、一生懸命作成
した笹飾りを、大事に持ち帰りまし
た。活動に協力して頂いたボランティ
アの皆さんも喜ばれていました。参加
させて頂き、有難うございました！

●お問合わせ・お申込みは

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

“かいごカフェ ～男のつどい～”
が開 催 されました！
６月１２日(金)、男性介護者７名の参加で開催さ
れました。前半の全体会は、ミニ講座「最近の病院
事情」と題し、生協戸塚病院総合支援室 中島室長に
病院機能・入院事情のお話を伺いました。
「地域包括
ケア病棟」の情報や活用方法等、有意義な内容でし
たとの感想をいただきました。
その後は男性だけのテーブルで懇談。普段の様子
やストレスに感じること等、みなさん活発に意見
交換されていました。男同士
思

次回“男のつどい”は１０月９日(金)１３時～１４時３０分
「三宅医師の健康講座」です。男性介護者のみなさんの参加、お待ちしています。

かいごカフェ
第２金曜日 13 時～14：30

今後の
予定

・ 9 月 11 日（金）・・・・・
・10 月 ９ 日（金）・・・・・
・11 月 13 日（金）・・・・・
・12 月 11 日（金）・・・・・
平成 28 年――――
・ 2 月 12 日（金）・・・・・
・ 3 月 11 日（金）・・・・・

歌声喫茶
ミニ講座
懇話会
ミニコンサート
懇話会
懇話会

～高齢者福祉センターに寄せられた苦情などの相談報告～
平成 27 年４月～６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。

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８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

★印のプログラムは申込みが終了しています

かいごカフェ

お休み

トンとん★

やきもの遊び

お休み

ぐみさわ倶楽部★

ビーズ教室★

１８（火）２５(火)

１３:３０～１６:００

日時：８月１１日(火)、８月 2５(火)
９月２９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
TEL:861-5463

１（土)

夏休み陶芸教室★

１８（土）２２(土)

10:0０～１２:００

お休み
１７日（月）

１３:３０～１５:３０

お休み

どれみの森のおともだち★

８月１日（土）午後～８月３１日（月）午前
「ビーズ教室作品」展
ビーズ教室参加者
９月１日（火）午後～９月３０日（水）午前
「書道作品」展
書道羊雲会
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。

★貸出しできます★

◇８月はお休みです
◇９月１１日（金）１３～１４時３０分
「 歌声喫茶 」
※27 年度の年間予定作成いたしました！
今年度からは、事前の申し込みなしで、
当日直接来所ください。参加費は無料！
初めてのかた大歓迎です。
（３面関連記事）
お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

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

かまくらみち

二軒家
深谷通信隊

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

汲沢小学校

戸塚高校 文

E メール soumu@hakuhoukai.jp

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿
宝寿院
まさかりヶ淵
市民の森

幼

稚

横浜桜陽
高校入口
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至横浜

文

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 ま で

至立場

汲沢中学校

中村三叉路

■■

至立場

横浜新道

横浜桜陽高校
社会福祉法人横浜博萌会

戸塚警察署

高齢者福祉センター

特別養護老人ホーム しらゆり園

汲沢地域ケアプラザ

●所在地・アクセス

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

H27 年 8 月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

鉄板焼きパーティー
を開催しました!!
「おやつに何か食べたいものあり
ますか？」とご利用者に伺うと「そ
うね・・・。焼きそば！！具はね、
当日は機能回復訓練室に
キャベツと豚肉だけで良いの。ごち
ホットプレート、ガスコンロを
ゃごちゃ入れるのはそんなに好き
用意し、ご利用者の目の前で調理を
じゃないから。それとお好板焼きを
しました。中には職員と一緒に
することになりました。
野菜を切ったり、お好み焼きを焼いてくれ
たご利用者もいらっしゃいました。
もちろん具はキャベツと豚肉。
・・と脇役
の具材も少々。調理中感じたことは「早
く食べたい！！」という皆様からの眩
しいぐら いの 視線で した。「 美味し
い！」
「おかわり！！」と言って頂けた
ことが何よりも良かったと思います。

H27 年 8 月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

gatu

今年も、大塚歯科医院の大塚院長のご協力で、歯科相談会を開催すること
ができました！肺炎予防、認知症予防の為に、口腔ケアの大切さを再認識
しました～！

今年は深谷の

『ハーモス』に
お邪魔しまし
た！少人数でゆ
っくりと買い物
を楽しむことが
できました～♥

介護保険制度改正について

（費用負担の公平化③負担軽減の基準変更）

所得が低く（本人及び世帯全員が市民税非課税者）であれば、介護保険負担限度額認定証の
交付がうけられましたが、８月１日以降有効な認定証は、次のいずれかに該当する場合、交付
されなくなります。
① 預貯金などが 1,000 万円（配偶者がいる場合は 2,000 万円）を超える場合
② 世帯分離している（住民票上世帯が異なる）配偶者が市民税課税者である場合
交付要件の変更に伴い認定証の交付が受けられない場合、施設サービスを利用した際の食
費・部屋代（居住費・滞在費）の負担軽減が受けられなくなります。
8 月 1 日からの負担限度額認定証の確認が必要です。担当のケアマネジャーにお知らせ下さい。
次回は、介護保険制度改定④ 高額介護サービス費の区分の変更について

