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汲沢地域ケアプラザはお蔭様で１９年目を迎えます。地域活動交流部門、地域包括支援セ
ンター職員一同、これまで同様「地域と共に」を基本に、地域の皆様の福祉保健拠点施設と
しての役割が果たせるよう努めて参ります。今年度も地域の皆様の声を聴きながら、住みや
すい環境づくりにむけて、一緒に歩んで参りますので、今年もよろしくお願い致します。

「踊場地区センターまつり」の会場、二階大会議室で、地域の魅力をもっと知って
もらうためにコーナーを作っています。 体力測定やウナシーと一緒に写真撮影も
できますよ。ぜひ遊びに来てください。
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「介護・福祉・ボランティア何でも相談コーナー」
内容：福祉に関する相談会

ウナシーと一緒に
写真を撮れます！

担当：ケアプラザ職員

「とつかハートプラン」汲沢地域ケアプラザエリア地区別計画推進委員会

●お問い合わせ・お申込みは

汲沢地域ケアプラザ 地域係 TEL 045-861-1727

日頃活動して下さっている 100 名を超えるボランティア
の皆さまにお集まり頂き、長年活動されている（個人ボラン
ティア 5 名、団体ボランティア 1 団体）への表彰と、第 2
部では演奏会「時空を旅する音楽会～横浜から～」をお楽し
み頂きました。
「時空を旅する音楽会」では、多方面でご活躍されている
バイオリニスト大久保惠氏によるバイオリン演奏、CM やラ
ジオ CM 音楽制作活動でご活躍され、当高齢者福祉センター
「音楽療法」の講師であります naomi（キーボーディスト・
シンガーソングライター）氏や、パーカッションでご活躍さ
れているトシ・タカガギ氏により横浜に馴染みの深い名曲か
ら懐かしい曲まで多くの曲目を演奏していただきました。
演奏者と参加者が一体になって歌ったり、踊りの飛び入り
参加もあり、終始皆さま楽しまれていました。
今後もボランティアの皆さま、よろしくお願い致します！

11 月 14 日（金）に「とつかハートプラン」地区別計
画推進委員会主催で「地域活動見学会」を開催しました。
西区「野毛山動物園」の裏側に位置する西区第 4 地区
にお邪魔して、第 4 地区に所属している「羽沢西部自治
会」、「西戸部二丁目自治会」の 2 町会が中心となって
組織された「一本松まちづくり協議会」についてお話を
伺いました。
急傾斜地に位置している地域で、防災について先駆的
な取り組みをされている地域です。実際に急斜面に建て
られている住宅地の中を歩きながらお話しを伺うと、改
めて生活の場面が見えてくると同時に、住民の皆さんが
知恵を出し合い、支えあう様子を見ることが出来ました。

●お問い合わせ・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

汲沢地域ケアプラザでは、戸塚区キャラバンメイトの
皆様のご協力で、介護予防教室、老人会、健康講座で
「認知症サポーター養成講座」を開催しております。
地域の皆様のご希望があれば、どこでも出張します
ので、お声をかけて下さい。
今年は、東汲沢小学校コミュニティハウス、ぐみさわ
東ハイツ集会場で、また、汲沢地区社会福祉協議会、
西横浜国際総合病院、汲沢地域ケアプラザ共催の「健
康・医療講演会」で開催しました。

＜講座内容＞
１、 認知症とは
２、 認知症の人の気持ちと
接し方
３、 認知症の人の家族の気持ち
４、 相談窓口
５、 認知症サポーターとしてでき
ることなど

認知症サポーター養成講座に参加された皆様には、
「み
んなで学ぶ認知症」のテキストと「オレンジ
リング」をお渡ししています。

＜認知症サポーターとは＞
地域で暮らす認知症の人やその家族を見守
る応援者です。
認知症になっても安心して暮らせるまちに
なることをめざしています。

＜参加者の声＞
・認知症について、知らないことばかりでし
た。分からないと身を引いてしまう
・寸劇がとても分かりやすく実感できた。
・サポーターのまなざしは「やさしいまなざ
しで声かけ」と学んだ。

●お問い合わせ先・お申し込みは●

汲沢地域ケアプラザ
地域包括支援センター
電話：８６１－５４６３ まで

・数多くの方が認知症を理解できる環境をつ
くることが大事。
・地域に認知症の方がいるかもしれない
・若い人にも聞いてもらいたい。

★印のプログラムは申し込みが終了しています。

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

お休み

トンとん
介護者のつどい

９日（金）

やきもの遊び

１３:００～１５:００

ビーズ教室★
ぐみさわ茶房★

１７日（土） １０：００～１２:００ どれみの森のお友達★

日

日時

お休み

陶芸教室★

連絡先：地域包括支援センター
電話 861-5463

時
参

１３：３０～１６：００

1９日（月）

１３：３０～１６：００

1６日（金） １０:３０～１２:００

時：２月 ７日（土）
２月１４日（土）
３月 ７日（土）
３月１４日（土）

1 月１３日(火)、 ２０日(火)、２７日(火)
２月 1０日(火)、１７日(火)、 ２４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。

1０（土)
２０・２７（火）

形成
削り
釉薬掛け
作品評会

間：9 時 30 分～12 時
加

費：1500 円

募 集 人 数：20 名
場

※先着順

所：汲沢地域ケアプラザ

お問合せ申し込みは１月４日（日）より

■１月９日（金） １３時～１５時
「 おやつ作り 」

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。

ホットプレートで、おやつを
作って食べましょう！
初めてのかた大歓迎です♪
参加費：１００円
■２月１３日（金）１３時～１５時

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

※同日、男の介護者のつどいあります

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

橋本 武夫様
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。

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
■■■

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

二軒家

かまくらみち
深谷通信隊
汲沢中学校
汲沢小学校
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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

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

横浜新道
戸塚警察署

生協戸塚病院
至藤沢

所在地・アクセス
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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横浜博萌会 高齢者福祉センター

明けましておめでとうございます
皆さんお寒い中いかがお過ごしでしょか？11月1日しらゆり園では2階、3階合同にて久しぶりに
運動会を行いました！！
今回の運動会では園長も参加し、ご利用者様のパン食い競争、借り物競走、玉入れなど行い、職員
も二人羽織でシュークリームの早食い競争などを行いました。
2階ｖｓ3階で競い、ご利用者様、職員一緒になって「がんばれー！！」「そこだ！負けるなー！」
「行け行けー」と声援を送って楽しまれておりました。今回は久しぶりの運動会でしたが皆さんの楽
しまれる様子にお応えして、来年、再来年とまた続けて行きたいと思いま～す。

ほほえみステーションは今年18年目を迎えます。ご利用
者の皆様に支えられ無事新しい年を迎えることが出来まし
た。今年もよろしくお願いします。
先日、訪問介護サービスに関するアンケートへのご協力
をお願いしましたところ、５７名の方々からご回答をいた
だきました。心から御礼申し上げます。その内容はヘルパ
ーに対して『心身の状態を見てくれる』
『話を聞いてくれる
存在』
『出来ないところを手伝ってくれる』等頼りにして下
さっている回答が多数でした。
苦情や不満についてはヘルパーに対してではなく『時間
が短い』『通院を頼みたいが活動枠では出来ないと言われ
た』『本当にしてほしいことは制限があってしてもらえな
い』といった制度に対する意見が多かったです。
なかには『利用したい時間が他の利用者と重なっていて
自分の方で都合をつけている』
『私はよくやって頂いている
と思っているが夫と合わない』といった意見もありました。
これらの意見は今後活動の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

ヘルパーさんを
募集しています
ほほえみステーションでは元気で
明るいヘルパーさんを募集していま
す。経験のない方も大歓迎です。

■資格/初任者研修修了者以上、
同行援護従事者資格があれ
ば尚可。
■就業時間/要相談、一日一件の活動
でもOKです。
働く意欲のある方、大歓迎です。
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。
【電話】８６１－１４３１
【担当】佐々木
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１月の行事予定
1 月 4 日（日）～１７日（土）
『正月遊び』を行います！独楽回し、書き
初め、福笑いなど、昔懐かしい遊びを思い
出してやってみようと思います。
デイサービスの見学に来ませんか？
楽しいひと時を一緒に過ごしましょう～

横浜博萌会 高齢者福祉センター

ボランティアさん募集！
『趣味を生かした活動がしたい』『介護の現場
を覗いてみたい』『お話相手なら・・』などボ
ランティアを始めるきっかけは様々です！
お気軽に遊びに来てください。
ご連絡お待ちしております
℡ ８６１－２８０６
佐々木まで

明けましておめでとうございます
今年は介護保険改定の年です。どんな年になるでしょうか？
よく、『子供の世話になりたくない』とか『人に迷惑を掛けたくない』と言う人がいます。
介護保険サービスを契約で利用する場合、家族や近所の隣人の協力がかなり大きな力になり
ます。お産の時に多くの人の助けが必要なように、人生の終わりの時にも多くの人が関わっ
ているはずです。生き方は人それぞれで、本人の意思も尊重されなければなりませんが、多
くの在宅での看取りを見ておりますと、お互いに『ありがとう』の感謝の気持ちになります。
家族や他人の手を煩わせながら、どうか今年も在宅で介護する人にも、介護される人にも幸
い多い一年でありますように。
ケアマネジャーより

