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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

5月号

高齢者福祉センターでは、３月２５日に総合防災訓練
を実施しました。地域ケアルームに負傷者が２名取り残
されているとの想定のもと、出火場所を地下の厨房とし
て、デイサービス利用者、貸館の利用者などが施設の外
へ避難し、負傷者の手当て等を実施しました。横浜桜陽
高校の生徒さんも応援に駆け付けて頂き、無事に避難を
終了しました。
田村深谷消防出張所長より、「少しバタバタしていたようだ。火災
では一番怖いのが煙で、その煙も有害なものが多い、煙が発生した時
に、どうすべきかを考えてほしい」との指導を頂きました。
後半は消防署で用意して頂いた煙体験。目の前が真っ白で本当に何も
見えなくなり煙の怖さを実感できました。何も見えない中、何ができ
るのか、どう行動すべきか、真剣に考えるキッカケとなりました。
これからも消防署の指摘を真摯に受け止め、万が一災害が発生した
時に、利用者、職員、全員が安心して無事に避難できるよう、皆で真
剣に訓練に臨まなければいけないと、つくづく考えさせられる訓練と
なりました。

集まれー！
妊婦さん・新⽶ママさん

Ｍ

ＡＭＡ

出産を控えている妊婦さんは
不安や疑問を聞くチャンス。新⽶
ママも育児について話を聞ける機
会ですのでご参加下さい！

汲沢地区主任児童委員
汲沢保育園共催

5⽉27⽇（⽔）
6⽉24⽇（⽔）
7⽉29⽇（⽔）

参加者
募集中！

※時間はいずれも13:00～14: 30
場 所：汲沢地域ケアプラザ・多目的ホール
対 象：出産を控えている方
10か月までのお子さんとお母さん
※ともに第１子に限ります。
費 ⽤：無料
●おもちゃ作り ●手遊びや絵本の読み聞かせ
●助産師さんによる（※6月、7月のみ）
「出産への備えから産後の育児について」など

お申込み・お問い合わせ
汲沢地域ケアプラザ
861-1727

？

知って役⽴つ ほっとけない！

認知症

汲沢地区社会福祉協議会
⻄横浜国際総合病院共催

・・最終回・・

3 ⽉ 14 ⽇（⼟）ケアプラザで、
「知って役⽴つ ほっとけない認知症」を開催しました。
今回は特定非営利法人よこはま地域福祉研究センター
の佐塚センター長に、日本の社会保障制度から地域の
実情まで、幅広い角度でお話して頂きました。
後半は「みんなでつくろう！認知症を支える地域」と題
してのパネルディスカッション。自治会町内会長や民生委
員児童委員の皆さん、認知症のご家族を介護されていた方
がたから、地域での暮らしや活動についてお話して頂きま
した。
また地域包括支援
センターや訪問看護
ステーションなど
専門職の立場から見る
現状についてお話して
頂きました。

（

来場された 90 名を超える
皆さんからは「町内で声かけ
する事が大切だと思った」、
「パネルディスカッションは
実例を取り上げての討論で、
とても為になった」などの声
が聞かれました。これを機に
認知症の方が住みやすい汲沢
の地域になることを願って・・

）

汲沢地区民生委員児童委員協議会

ふれあい
会食の会
お 花 見 会

3 月 30 日（月）汲沢地区民
生委員児童委員協議会主催
「ふれあい会食会」がケアプ
ラザ(しらゆり園庭)で開催さ
れました。桜真っ盛りの中、
お花見を皆さんで楽しまれて
いました。お昼ごはんはカレ
ーライス！一人暮らしでは普
段中々作られないカレーライ
スは皆さんから大好評でした

●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
すこ

平成２７年４月発足

地域ケアプラザの主催で行ってきた介
護予防教室が、「健やかクラブ」として会
員の自主運営でスタートとなりました。
ぐみさわ東ハイツの方だけではなく、近
隣の皆様と交流を深めながら健康づくり
を楽しく行いましょう。
〈井川会長のあいさつから〉

〈井川自治会長〉

・開催日時：毎月第１、第３水曜日(10 時～)
・会場：ぐみさわ東ハイツ集会場
・会費：1200 円/６ヶ月分(見学、体験無料)
・内容：ストレッチ、脳トレ、
筋力トレーニング
・問い合わせ先
佐竹 電話（８６１－２５１５）
汲沢地域ケアプラザ：電話（８６１－５４６３）
〈健やかクラブの皆さん〉

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 2７年１⽉〜３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】
車庫の前にほほえみの車が停まって
おり、車を出すのに苦労をした。
今後、このようなことがないように
して欲しい。
⇒状況確認ののち、責任者よりお詫
びの連絡をさせていただきました。
今後は、近隣にご迷惑をかけないよ
うに駐車場所の確認と、付近の状況
確認徹底いたします。

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

＜汲沢地域ケアプラザ５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

かいごカフェ

★印のプログラムは申し込みが終了しています。
２日（土）
９:３０～１２:００
９日(土）

陶芸教室

お休み

トンとん

やきもの遊び

16日（土）

１０:００～１２:００

ぐみさわ倶楽部★

１８日（月） １３:３０～１５:３０

ビーズ教室★

９（土)
１９（火）２６(火)

１３:３０～１６:００

どれみの森のおともだち★

15日（金）

日時：５月 1２日(火)、2６日(火)
６月２３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

１０:３０～１２:００

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」展 第２弾
冠木 友紀子 氏
５月１６日（土）午後～５月３１日（日）午前
「陸前高田・いわき復興写真」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。
◇５月はお休みです
◇６月１２日（金）１３～１４時３０分
「 ミニ講座 」
※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

3 ⽉にご寄付を頂いた⽅
山添和子様、川邊哲生様、射水多美子様
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」
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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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毎年恒例のしらゆり園「すき焼きパーティ
ー」は、
「家族と一緒に食事を楽しんでいただ
こう」との想いで始め、今年で11回目となり
ます。合わせて100人近いご家族に来園して
いただきました。

しらゆり園では、食形態や食事量など、ひ
とりひとりに合わせて細かく応じています。
しかし施設では、ご利用者がかつて食事作り
していた時の野菜を切る音や、料理が出来上
がる香りなどを感じる機会が少ないのです。
そのため「料理の出来上がる工程を楽しんで
もらいたい」との想いで、ホットプレートを
使ったおやつ作りや芋煮、ちゃんこ鍋作りな
どの機会が活発になっています。スタッフの
張り切る姿に、ご利用者も一層楽しく食事が
進むようです。

アツアツのすき焼きの香りでフロアー中が
満たされたランチタイムでした。家族で鍋を
囲んだ団らんを思い出した方もいらっしゃっ
たようです。また新たな思い出のひと時を過
ごしていただけますよう、今後もご要望に応
えていきたいと思います。

栄養課では、楽しさの中にも
毎日の食事で健康を保つことが使命です。今年
度は『節塩』に取り組みます。人間は食塩の摂
取量が少ないほど、年齢を重ねた時の血圧上昇
を緩やかにすることができます。減塩は若いう
ちから行うほど効果が高いそうです。高血圧や
腎機能低下のため「塩分制限」の指示のあるご
利用者が多数いらっしゃり、「病気の進行を防
ぐために」していることなのですが、制限のあ
る食事をすることは、とてもつらい様子です。
そこで、だしや調味料を活用し、入れるタイミ
ングの工夫で効果的においしい食事作りに努
めています。健康のために世界が行うべき項目
の第2位が「減塩」だそうです。
「小さな積み重
ねで効果を出していきたいと思います。
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春のピクニックランチをイメージした、ランチバイキ
ングは、色とりどりのお惣菜に、気分もウキウキ♪♪
好きな料理を沢山頂きました～！！体力つけて！
寒暖の差もぶっとばせ～でした（＾０＾）

縁の下の力持ち！！

色々なお話を聴か
せて頂きました

ご参加

お茶出しや整容、レクリ

ありがとうござ

エーションの準備など

いました！

５月の行事予定
5 月 17 日～2 週間
〔買い物ツアー〕で、深谷にあります
〔ハーモス深谷〕に出かけます♪♪

本当に感謝！感謝！です

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

