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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
２０１５年
平成２７年

４月号

私たちはあの震災を通して日本人の「助け合い」と「感謝」の心を確信しました。
４年経った今・・・ この震災を決して風化させることなく、
未来へと語り継いでいきたいという思いは繋がっています。

2月22日（日）汲沢小学校において地域防災拠
点の訓練が実施され約400名の皆さんが参加され
ました。横浜市では各小・中学校が大震災の際に
被災した住民の皆さんが避難される拠点として指
定されています。備蓄されている物資も住民全員
には行き届かない状況や、避難の際に与えられる
1人当たり2㎡という現実を体験し、改めて日頃
自宅での応急備蓄の必要性を考える機会にな
ったのではないでしょうか。各地域防災拠点
では定期的に訓練を実施されていますので、
これを機に参加してみてはいかがでしょう。

汲沢地域ケアプラザエリアの避難場所
■いっとき避難場所：避難の必要がある時は、地域で取り決めている避難場所にひとまず⾏きましょう。
■地域防災拠点：震災時の避難場所で、情報の受伝達、防災資機材等の備蓄などの機能を備えています。
倒壊や⽕災により⾃宅で⽣活できなくなった場合、避難⽣活を送る場所となります。

地域防災拠点

該当する町名・番地

該当する自治会・町内会

汲沢小学校

汲沢町
汲沢３丁目～５丁目
８丁目

汲沢町内会の一部、富士見町内会、大丸自治会、平和台町内会、
ぐみざわ東ハイツ自治会、ぐみさわなか団地自治会、
ライオンズマンション戸塚第３自治会、
ライオンズガーデン戸塚自治会 東明東町内会など

東汲沢小学校

汲沢町、汲沢１丁目
戸塚町

平台町内会、県営汲沢団地自治会、明和会、
汲沢警察公舎自治会、東急汲沢台自治会 など

汲沢中学校

汲沢町、汲沢６丁目
汲沢７丁目

東明西町内会、新生自治会、六郎丸町内会、大久保自治会、
汲沢さつき町内会、汲沢西団地自治会、汲沢町内会の一部など

戸塚中学校

汲沢２丁目、８丁目
戸塚町

踊場町内会、東明会、新明会、戸塚富士見丘ハイツ自治会、
プライマルシティ自治会、くみさわハイツ自治会 など

※上記の自治会・町内会名は必ずしも町名・番地と一致していない場合もあります。また、記載されている自治会
・町内会に所属されていない方や地域も対象になります。
※地域防災拠点は必ずしも決められた場所に避難しなければならないわけではありません。あくまでも目安として下さい。

■大火災が発生したら、旧深谷通信所・横浜市消防訓練センター（広域避難場所）へ一時的に避難を！

踊場センター
ま つ り
2 月 8 日(日)踊場地区センターで
「踊場地区センターまつり」
が開催されました。昨年度に引き続き「とつかハートプラン
地区別計画推進委員会」として踊場・北汲沢地区の皆さんが
中心に「みんなで地域を知ろう！コーナー」を実施しました。当日は地
域活動を紹介したパネル展の他、大きな地図に
「安心できる場所・危険な場所」を示す
ガリバーマップコーナー、保健活動推進員
の皆さんによる「健康測定コーナー」を
設け、約 700 名以上の皆さんに来場して
頂くことが出来ました。来場された皆さ
んからは地域に関心を持つ機会になったと
の声が聴かれていました。

2 月 25 日（水）西区第 4 地区社会福祉協議会の
総勢 27 名の皆さんが汲沢地域ケアプラザに来所さ
れ、ケアプラザエリアである「踊場、北汲沢、汲沢
地区」の皆さんと情報交換を行いました。
当日は３地区での取り組みをお伝えする中で様々
な質問が出され、ガリバーマップを囲みながらお互
いの地域状況について情報交換をしました。
最後は五霊神社や宝寿院へ足を運び、汲沢の
歴史を感じて頂く時間となりました。

2 月 28 日(土)港北区にある城郷小机地域ケア
プラザにおいて、踊場地区を中心に活動されて
いる「踊場ちょこっとボランティア」、そして
城郷地区で活動されている「城郷ふれあいの会」
の皆さんによる交流会が開催されました。
両活動とも、住民の皆さんが主体になってご
高齢の方のお手伝いをされています。当日は 30
名以上の皆さんがお互いの活動について情報交
換を行い、一緒に昼食を囲んだ後には城郷のま
ちを歩きました。お互い同じ志で活動されてい
る皆さんにとって非常に有意義な交流会になっ
たようでした。

●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

〈持ち物

上履き、タオル、
⽔分補給のためのお茶など
運動しやすい服装
新生自治会のご協力のもと、高齢者の健康づくり（全 6 回 ）講 座 を
開催します。「元気はつらつ・いきいき人生」にむけて、お友達をお誘
いのうえ、ふるってご参加くだい。新生自治会館に直接お越しいただけ
る方ならどなたでも参加できます。

◆⽇時：９時 45 分〜11 時 45 分(全 6 回)
5 ⽉ 15 ⽇(⾦)、5 ⽉ 29 ⽇(⾦)、6 ⽉ 5 ⽇(⾦)、
6 ⽉ 19 ⽇(⾦)、7 ⽉ 3 ⽇(⾦)、7 ⽉ 17 ⽇(⾦)

◆会場：新⽣⾃治会会館（汲沢 7-35-2）
◆内容：介護予防について
健康チェック、体⼒測定、介護予防とは、⼝腔ケア、
栄養(バランス良い⾷事のとり⽅)
転倒⾻折予防体操(ストレッチ、ハマトレ体操の紹介)

◆対象：概ね 65 歳以上の⽅

無料

★講座終了後は、すでに介護予防に取り組んでいるグループの活動紹介をします★
●お問い合わせ・お申込みは

汲沢地域ケアプラザ 地域包括⽀援センター 045-861-5463

＜汲沢地域ケアプラザ４月の予定＞

★印のプログラムは申し込みが終了しています。

遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

毎週水曜日

１０:００～１２:００

陶芸教室

４日（土）
９:３０～１２:００
１１日(土）

かいごカフェ

１０日（金）

１３:００～１４:３０

トンとん

４日（土） １０:３０～１５:００

お休み

キラキラ
ビーズ教室★

１１（土)
２１（火）２８(火)

１３:３０～１６:００

日時：4 月 14 日(火)、21 日(火)、28 日(火)
5 月 12 日(火)、26 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

ぐみさわ倶楽部★

２０日（月） １３:３０～１５:３０

どれみの森のおともだち★

お休み

４月１日（水）午後～４月 3０日（木）午前
「デジタル写真＆パッチワーク展」 竹の子会
５月１日（金）午後～５月１５日（金）午前
「かみさまの目で福島を見る第 2 弾展」
冠木 友紀子氏
★ 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。

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。
◇4 月 10 日（金）13 時～14 時 30 分
「 お花見 」
今回は、藤棚の下でお花見をしたいと思
います！初めてのかたも歓迎です♪
参加費：無料
◇５月はお休みです
※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！
お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

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

２⽉にご寄付を頂いた⽅
残間 二郎 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

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
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」

踊場地区
センター

汲沢団地
至原宿

踊場交番
ヤマダ
電 気

プライマル
シティ

宝寿院
汲沢団地

まさかりヶ淵
市民の森

至立場

長後街道

戸塚高校

汲沢小学校

■■■

至立場

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

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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「しらゆり園」では毎月第４月曜日の午後に、

会場の準備や片づけ・配膳は勿論、ご利用者

ご入所されているご利用者様を対象に「喫茶コ

様への付き添いや、フラワーアレンジメント、

ーナー」を開いています。毎回、大勢のご利用

ピアノ伴奏など、様々なお手伝いをして頂いて

者様が楽しみに来店されています。その「喫茶

います。喫茶コーナーでは欠かせないボランテ

コーナー」で長年に渡りお手伝いを頂いている

ィアの皆さん、今後もよろしくお願い致しま

ボランティアの皆さんをご紹介します

す。

３月８日にボランティア交流会を実施し
ました。毎年恒例になっている「交流会」
ですが、いつもボランティア活動をして
くださっている皆さんと、ご利用者様
一緒に、倉禎一様によるアコーディオン
を聞いたり、去年も好評だったお好み
焼きを目の前で作ったりしていると
最初はぎこちなくてもだんだん笑顔に
なり、最後は笑顔で終わりました。
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畑で収穫した、
大根とカブを使
って【すいとん
汁】を作りまし
た♪♪ 全員で
業務を分担して
作ったので、美
味しさも格別で
した💛💛

４月の行事予定
4 月 1 日～７日まで、センター裏の駐車場
で【花の宴】を開催します！甘酒で乾杯しな
がら、春を満喫したいと思います～🌸🌸

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

４月より介護保険の報酬改定です。介護保険ご利用の皆さんにとって、費用負担が
どうなるか、受けられるサービスは増えるのか、減るのか等々関心があると思います。
在宅で生活している高齢者からは、『何だか、年金が減らされている気がしてるんだよな』
『介護保険料や医療保険料が高いんだよな』といろいろな話が聞こえてきます。
介護保険ご利用の皆様には、納得して介護保険サービスをご利用していただくために、
改定に関しての説明をケアマネジャーが行って参ります。
ケアプラン作成の相談・依頼は、ケアマネジャーへ 861-1727（担当 岡崎、笹田）

