■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

2015 年
平成 2７年

3 月号
⼦育て⽀援⾃主事業

どれみの森のお友達は
音楽遊びを通して、
親子でスキンシップ！
お友達と遊びながらお母さんにも
お友達ができちゃう！お父さん・あばあちゃん・
おじいちゃんの参加も OK！
のどれみの森です。
対 象 ：2 才児から 4 才児の未就園児とその保護者

毎⽉第３⾦曜⽇ (４⽉ 8 ⽉を除く)
午前 10:30〜12 時
5/ 1５、 6/19、 7/17、 9/18、
10/1６、11/20、12/18、 1/15、

※4 ⽉ 1 ⽇現在、2 才に達しているお⼦様
参加費：1500 円(全 10 回/⾏事⽤保険代含む)
定 員 ：20 組 40 名
※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
講 師 ：武村 祐⼦先⽣ (リトミック指導/幼稚園教員免許証有)
申込受付期間：3 ⽉ 1 ⽇(⼟)から 4 ⽉５⽇(⽇)まで

2/19、 3/18

⾼齢者
⽀援事業

毎月第 3 月曜日の午後のひとときを美味しいお茶と
戸塚ならではの銘菓を囲み、健康体操・工作・園芸など
楽しい催しに皆様と一緒に参加してみませんか。
概ね 65 歳以上で、ご本人の足でケアプラザまで来られる方を募集します。
⽇ 時 ：毎⽉ 第 3 ⽉曜⽇ 午後 1：30〜3：30
（９⽉・３⽉は、第２⽉曜⽇）
場 所 ：汲沢地域ケアプラザ 「多⽬的ホール」
参加費：材料費等
募集⼈数：30 名（男⼥問わず）
申込受付期間：３/１(⽇)〜３/30(⽉)迄
※お電話、または窓⼝にて受付け致します。

●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

北汲沢地区連合町内会
北汲沢地区社会福祉協議会
⼾塚消防署 汲沢地域ケアプラザ

1 月 25 日（日）踊場公
園円形広場において、北汲
沢地区主催「統一防災訓練」
が晴天の中、開催されまし
た。当日は 1２0 名を超え
る皆さんが集まり、AED 訓
練や煙体験を行いました。
ケアプラザは地区社会福祉
協議会の皆さんと一緒に
「車いす研修」を担当しま
した。体験した方からは「貴
重な経験が出来ました」と
いう声が聞かれていました。

1 月 23 日（金）汲沢中学校にお
いて福祉講座が開催されました。ケ
アプラザは北汲沢地区社会福祉協議
会の皆さんと一緒に「車いす研修会」
を担当し、34 名の生徒皆さんに体
験して頂きました。実際に車いすに
乗ってみて自分自身で車いすを動か
すことの大変さや、お友達に押して
もらった時の不安感など、色々なこ
とを感じて頂けたようです。ぜひこ
れから社会の中で活かして頂けるこ
とを願っています。

●お問い合わせ・お申込みは

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

ご利用者アンケートに
ご協力ありがとうござました
今年度もより快適に利用しやすいケアプラザの運営を目的としたご利用者様アンケートを実施し
ました。 合計で 243 名（地域 47、包括 38、介護予防 44、居宅 50、デイ 64）の方々からご
回答を頂きました。概ねご満足いただけているご回答でした。ご意見・ご要望のうち代表的なもの
幾つかをご報告します。皆様から寄せられたご意見等につきましては、真摯に受け止め、早急なる
対応策を実施してまいります。今後ともお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお申出下さい。

「親がもう！早く！と思う
「駐車場も広く来所しやすい」 場面でも気長にみて下さり 「ベッドの手すり、歩行器
「トイレもきれいで、こどもが ありがたいです（子育て）」 をお願いしたとき、素早く
一人で使っても安心です」
対応していただきました。」
職 員

環 境

■ご意⾒
汲沢地域ケアプラザの⾃⼰評価
に関するものを⾒たことがない。

返答
早速、25 年度第三者評価結果
を受付横のラックにコーナーを作り
ました。ご指摘有難うございます。

■ご意⾒（デイサービス）
送迎バスの到着時刻を、できれば
電話で連絡下さると嬉しいです。

返答
⽇頃より、到着時間に合わせて準
備等のご協⼒を頂き有難うござい
ます。より確実な時間をお伝え出
来ると良いのですが、添乗者が⾞
内でご利⽤者様の気分転換に努
めたり、⾞内の雰囲気を良くして、
デイサービスへ到着できるように努
めています。これからも 30 分前後
の余裕を持って、お待ちして頂きま
すよう宜しくお願い致します。

相 談

■ご要望（地域活動・交流）
ケアプラザの空き部屋を借りるとき
利⽤した⽇の帰りに申し込みがで
きるようにしてほしい。また⽉１〜
２回の利⽤しかできないので、毎
週利⽤できるようにしてほしい。

返答
お部屋のご予約は利⽤希望⽇か
らさかのぼって２ヶ⽉もしくは 3 ヶ⽉
前の同⽇の申し込みとさせて頂い
ています。来館時と電話等でお申
し込み頂けますが、より多くの皆さ
まにご利⽤頂けるよう、回数を決め
させて頂いています。利⽤希望⽇
の当⽉に⼊った際は、お部屋が空
いていれば回数の制限なく、ご利
⽤頂けますのでご利⽤下さい。

■ご要望（地域活動・交流）
健康な⽼⼈のいこいの居場所も欲
しいです。

返答
当ケアプラザには
⾃由にご利⽤頂ける図書
コーナーや⾃主事業も実施してい
ます。今後も世代間の交流が図れ
る事業を企画検討していきます。

■ご要望（地域活動・交流）
⾚ちゃんが遊べる会が
またあったらいいなと
思っています。

返答
今現在も「プレママ・プチママ集ま
れ」や「遊び場・しゃべり場・ほっと
タイム」「どれみの森のお友達」
等、事業を実施しています。地域
の⼦育てサークルの情報提供も
⾏っています。ご連絡お待ちして
おります。

■ご要望（デイサービス）
インフルエンザの予防接種をケア
プラザで⾏う事は難しいことなので
しょうか。

返答
なかなか医療機関に通院して予
防接種をするのは、⼤変かと思い
ますが、医療機関ではないので接
種することが出来ません。
それぞれの体調を把握されている
主治医のもとで接種して頂きます
よう宜しくお願い致します。

★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３⽉の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

7日（土）
１４日（土）

１０:００～１２:００

陶芸教室

７日（土）

１１:００～１４:００

ビーズ教室★

介護者のつどい

１３日（金）

１３:００～１５:００

ぐみさわ茶房★

やきもの遊び

21日（土）

１０:００～１２:００

どれみの森のお友達★

トンとん

日時

毎週水曜日

３月 10 日(火)、17 日(火)、24 日(火)
4 月 14 日(火)、21 日(火)、28 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

初めてのかた大歓迎です♪
参加費：１００円
■４月１０日（金）１３時～１４時３０分
「 お花見 」
参加費：無料
※平成２７年度の介護者のつどいの年間予定を
作成いたしました。詳しくはお問い合わせ
下さい。

お問い合せは

9日（月）

時：４月 ４日（土）
４月１１日（土）
５月 ２日（土）
５月 ９日（土）

時

間：9 時 30 分～12 時

お問合せ申し込みは３月１日（日）より

1 ⽉にご寄付を頂いた⽅
日本生命 労働組合 新横浜支部様、飯田清孝様
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

soumu@hakuhoukai.jp
までお気軽にどうぞ

至立場

戸塚高校

中村三叉路

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

E メール

形成
削り
釉薬掛け
作品評会

参 加 費：２０００円
募 集 人 数：20 名 ※先着順
場
所：汲沢地域ケアプラザ

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

１１：３０～１６：００

２０日（金） １０:３０～１２:００

汲沢小学校

■■■

１３:3０～１６:００

１４日（土）

変更する事があります。

■３月１３日（金） １３時～１５時
「 介護保険制度 」
ついて学びたいと思います！

１７日・２４日（火）

２月1６日（月）午後 ～ ３月１５日（日）午前
「吊るし雛 展」 雅グループ 氏
３月１６日（月）午後 ～ ３月３１日（火）午前
「かみさまの目で福島を見る 写真展」
冠木 有紀子 氏
★ 開始・終了日は、都合により

日

介護保険制度の改正など、最新の状況等に

９:３０～１２:００

宝寿院
汲沢団地

まさかりヶ淵
市民の森

横浜桜陽高校入口

至戸塚駅
至横浜
横浜新道

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

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

発行・編集 横浜博萌会 高齢者福祉センター
協力 ボランティアグループ「ケア友の会」

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

平成27年3月号 横浜博萌会 高齢者福祉センター

特別養護老人ホーム「しらゆり園」で活動されているボランティアの皆さん
活動の一部をご紹介します。いつも本当にありがとうございます！

毎週水曜日に活動して頂
いています。年間約100
台もの車いすの修理をし
て下さっています。

ご利用者皆さまの
各お部屋をまわっ
て、ベッドカバー
や布団カバーの交
換などをして頂い
ています。

毎月第1水曜日の午後に
2階フロアーで売店を開
いています。毎回、北汲
沢地区社会福祉協議会
「二輪草」の皆さんが活
動して下さっています。

居室の洗面台や床頭台
を中心に、ご利用者のお
部屋をまわってお掃除
をして頂いています。

今年度から開始された活動
です。毎月定期的にご利用
者の皆さまにハンドマッサ
ージをして頂いています。

入浴から出られたご利
用者皆さまの髪をドラ
イヤーで乾かして頂い
たりしています。

ボランティアに

ぜひどうぞ！

特別養護老人ホーム「しらゆり園」ではボランティア皆さまの受け入れを随時行っています。
ご希望の方はぜひお電話か窓口でご相談下さい。来月は「しらゆり園」喫茶コーナーで活動
して下さっているボランティアの皆さんをご紹介します！

平成 2７年 3 月号 横浜博萌会 高齢者福祉センター

0
今年も、寒さに負けず！
『豆まき』をしました～♪♪
邪気を払って！健康で過ごせ
ますように～！ストレスも、
フッ！とばしました★★

３月の行事予定
３/１５ 家族懇談会を開催します
３/１５～２１ ランチバイキング
『おむすびと茶碗蒸しシリーズ』お楽しみに

ボランティアさん募集！
お茶の準備や整容など、お手伝い頂ける方
ぜひ、ご連絡下さい💛お待ちしています
８６１－２８０６
佐々木

平成 26 年度 利用者アンケートを終えて
今年度も年末の 1 ヶ月間 アンケートを実施しました。ご指摘事項も戴き、改善に向けて事業所
員全員で対応していきます。また 反対に、以下のように、こちらが嬉しくなる感想も戴きました。
① 急な連絡をしたい時、担当マネジャーがお休みでも、他のケアマネジャーが対応してくれて、
大変助かった。
② 土曜日や日曜日でも相談が出来、仕事を休まずに直接話しができて、安心である。
③ 寝たきりの母を在宅介護中。家族の健康まで気遣ってもらって大変有難い。
等々。
何気ない言葉のやり取りでも、連絡して安心。気軽に相談できる事業所を目指します。
汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャー （０４５－８６１－１７２７ 担当：岡崎、笹田）

