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【子育て広場】
祝日開催！

２/11

水 10～12 時

●参加費：５００円（基本）
●初回は６月６日（土）
※事前の申し込みが必要です。
電話 045-861-1727
※医療対応・送迎対応はできません
のでご了承下さい。

●場所：汲沢地域ケアプラザ
※予約・申込みはいりません。
※子育てボランティアさんが一緒
に過ごします。

●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

小学校６年生から中学生の

●日時：毎月第１土曜日 11 時～14 時
●場所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
●対象：個別（特別）支援学級・学校に通われている
小学校６年～中学３年生（お子さんのみの参加）
●内容：お昼ご飯作り、流しそうめん、遠足、他

レクリェーション活動です。

汲沢地域ケアプラザでは、近隣にお住まいの
小・中学生が集まって「お昼ご飯作り」をメインに
ボランティアさん達と一緒に、楽しく活動しています。
今回は新たなお友達を募集します。

一緒に楽しく過ごしませんか。

参加者募集

12 月 23 日（祝日）に汲沢地区青少年指導員共催
「人形劇と汲沢中学校合唱部」が開催されました。毎年
人形劇「いちご座」の皆さんによる人形劇と今年は初め
て汲沢中学校合唱部による合唱が披露されました。
当日は肌寒い中、お子さんを連れ
たご家族連れからご高齢の方まで
様々な地域の皆さんがご来場されま
した。中学生が一生懸命歌う姿に、
小さな子ども達も一緒に歌っている
光景が印象的でした。

■多⽬的ホール

（⼤⼈数のご利⽤に適します）
●机 19 台、パネルマット、
乳幼児玩具等

■調理室

（多⽬的ホールに隣接しており
解放して使⽤できます）
●ガスオーブン、電⼦レンジ、
調理器具、⾷器（約 50
⼈分）等

■地域ケアルーム

（打ち合わせ等に適しています）
●机３台、椅⼦ 16 脚

貸館の
ご案内
(お部屋の貸出)
ケアプラザでは、地域の皆さま
に交流の場所として、お部屋の
貸し出しを行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

■ご利⽤⽅法■

①団体登録をします。
②ご利⽤団体により利⽤料が
発⽣します。
③宗教・政治・営利⽬的には
ご利⽤できません。

●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

⾼齢者⾷事サービス
健康で暮らすには、栄養バランスの良い“食事”はとても大切です。
横浜市には、一人暮らしの要介護者などで食事の用意が困難な方のうち、
必要と認められた方のお宅に伺い、安否確認も兼ね直接食事をお渡しするサービスがありま
す。担当のケアマネジャーへご相談下さい。ケアマネジャーがいない方は、お近くの地域包
括支援センター（地域ケアプラザ）にご相談ください。
●利用回数
●利 用 料
●対

１日１食（昼又は夜）、週５日まで
１食上限７００円
（但し、治療食は７００円を超える場合あり）
象 ひとり暮らしの方で要介護２以上、
食事の用意が困難な方
（サービス利用調整の結果必要と認められた方）

お問い合わせ先

汲沢地域ケアプラザ地域支援センター
電話：８６１－５４６３

⾼齢者福祉センターに寄せらえれた苦情・相談などの報告

平成 2６年１０⽉〜１２⽉までの
苦情等は、以下の１件でした。
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【主な苦情等相談内容】
いろいろと工夫をこらした取組み・行
事をやられていると感じました。誠に
お疲れ様です。
⇒いつも、温かい目で見守っていただ
きありがとうございます。
今後とも、福祉・保健に関わる様々な
意見を頂き、共に歩ませていただきま
すので、よろしくお願いいたします。

皆様の貴重なご意見・ご指摘ありがとうございました。

汲沢地域ケアプラザ

地域包括⽀援センター：電話 045-861-5463

★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２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

１０:００～１２:００

陶芸教室★

7日（土）
１４日（土）

９:３０～１２:００

７日（土）

１１:００～１４:００

ビーズ教室★

1４（土)
１７・２４（火）

１３：３０～１６：００

１３日（金）

１３:００～１５:００

ぐみさわ茶房★

1６日（月）

１３：３０～１６：００

どれみの森のお友達★

２０日（金） １０:３０～１２:００

毎週水曜日

お休み

やきもの遊び

日時

２月１０日(火)、 １７日(火)、２４日(火)
３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。

連絡先：地域包括支援センター
電話 861-5463

■２月１３日（金）
「 ヨーガ 」

１月1６日（金）午後 ～ ２月１５日（日）午前
「水彩画 展」
田谷 ソヨ子 氏
２月1６日（金）午後 ～ ３月１５日（日）午前
「吊るし雛 展」 雅グループ 氏
★ 開始・終了日は、都合により
変更する事があります。

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。

１３時～１５時

ヨーガで身体をほぐし、リラックスした

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

時間を過ごしましょう！
※同日、男の介護者のつどいあります

初めてのかた大歓迎です♪
参加費：１００円
■３月１３日（金）１３時～１５時
「 介護保険制度 」
参加費：１００円

12 月にご寄付を頂いた方
首藤 正様、しらゆり園 家族の会様
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。

※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

二軒家

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
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ノンビリとしたお正月でした
2015年もしらゆり園ではご利用者の皆様がそれぞれノンビリと
したお正月三が日を過ごすことが出来ました。
元日の朝は、お雑煮とおせち料理の他にお屠蘇が用意されましたので、希望された方に振
る舞われました。特に男性のご利用者の皆様は美味しそうに召し上がっていて、お屠蘇が進
むにつれてだんだんと頬が赤くなっていくのが印象的でした。
午後からは初詣の予定でしたが、雪が降ってきた為に残念ながら中止となってしまい、
書き初めやカルタ取り等をされて思い思いに過ごしていました。
1月2日は、前日とはうって変わり良いお天気となりましたので、俣野公園隣の春日神社へ
初詣にも行くことが出来ました。お賽銭の後に皆様おみくじに挑戦し、中には見事【大吉】
を引き当てた方がいました。そうそう、鹿にもしっかりと会ってきま
した。同じ頃、園には獅子舞がやってきました。太鼓や笛の音と共に
舞い踊る姿を皆様楽しんで観賞していました。
1月3日は、毎年恒例の箱根駅伝観戦でした。前日に続く好天の中、沿道で一生懸命に小旗
を振って走ってくる選手を応援してきました。
「頑張れ～！」の声援は選手達にきっと届いた
ことでしょう。この3日間ご利用者の皆様には、ゆっくり＆ノンビリと過ごしていただけたか
と思っています。2015年は、ご利用者の皆様にとってどの様な1年になるのでしょうか？
職員一同、一生懸命お手伝いしていきますので宜しくお願いします。

園長も1杯
頂きました。

はじめまして、しらゆり園相談調整課です。
相談調整課は「しらゆり園」の窓口として、入所申込や相談、施設見学、その
他福祉全般の相談に応じています。入所されている利用者様、ご家族からの相談
対応、必要な情報の提供を通して皆様が快適に過ごせるよう、常に利用者様の立
場に立ったサービスの調整に努めています。
また安心して利用できるショートステイを心がけながら課員一丸となって取
り組んでいます。来園の際は気軽にお声をかけて下さい。
相談調整課 山本

平成 2７年 2 月号 横浜博萌会 高齢者福祉センター

年末恒例の忘年会です♪乾杯から
始まり、唄ったり、踊ったり、劇
をしたりと、みんなで大いにさわ
いで楽しみました。
ボランティアさん募集！

２月の行事予定
『節分』１/２７～２/２豆まきで春を呼びます

『おやつ作り』２/１５～２１お楽しみに

将棋・麻雀・囲碁のお相手をして頂ける方、
お待ちしております！ぜひ、ご連絡下さい
８６１－２８０６
佐々木

ケアマネジャーをお探しの皆様へ
『汲沢地域ケアプラザ』のケアマネジャーは要介護１～要介護５の
ケアプラン作成を行っています。
現在ケアプランを担当している方々は、汲沢１丁目から８丁目、
汲沢町を中心に深谷町、俣野町、戸塚町、中田南町などにお住まいの方を担当しています。
目的に応じた通所サービスの情報提供や選択、サービスの利用の仕方、介護保険サービスと
介護保険外サービスの紹介など各種相談に応じています。
『汲沢地域ケアプラザ』のケアマネジャーは、常勤 4 名、24 時間連絡体制で利用者様・ご家族
様のご相談に応じています。どうぞ、電話にて相談のご連絡をお待ちしています。
（ 電話８６１－１７２７
担当 岡崎・笹田・蒲原まで ）

