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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

６月号

5月1日（金）
高齢者福祉センター
(汲沢地域ケアプラザ・
特別養護老人ホーム
「しらゆり園」では、
開所を記念して
「お餅つき大会」を開催しました。
これは、ご利用者と地域の皆さん、セ
ンター職員との交流を深めることを
目的として開催しています。当日は初
夏を思わせるような強い陽射しの中、
56ｋｇのもち米をつきあげました。
みなさん日除けのほっかむりをしな
がら、お餅を美味しくいただき、楽し
いひとときを過
ごしました。

ご利用者も暑い中、一緒に様子を見て頂き、中には参
加したり、つき手に合わせて歌を唄ったりと、大いに盛
り上がりました。今年のお餅はとても柔らかくつきあが
り、普段はあまり食欲のない方も、たくさん頬張って美
味しそうにされている姿がとても印象的でした。
晴天に恵まれ、地域の皆さまや、ボランティアの皆さ
まの協力を得て、とても賑やかに開所記念の大事な行事
を開催することが出来ました。石井徹様、近藤京子様、
大久保睦会様、二輪草の皆さまには会場の準備から、お
餅つき、さらにご利用者の誘導など、ご協力を頂き心か
ら感謝申し上げます。またお餅つきの器具一式はＪＡ横
浜（大正支店）様より、お借りしました。
皆様、ご協力ありがとうございました。

７/２５（土）

１７時２０分～２０時３０分まで

毎年恒例の「ぐみざわ納涼祭」を今年も開催します！
日頃の感謝の気持ちをこめて盛大に開催致しますので、
皆さまのお越しをお待ちしております！

日 時： 7/18(土)
時 間： 午前 10 時～12 時
場 所： 汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム

障がいのあるお子さんとご両親を対象に、
親子一緒に参加しながら楽しんで頂ける粘土
遊び教室です。ご希望の方は、汲沢地域ケア
プラザまでご連絡下さい。

★釉薬掛け、本焼きは当方で行います

夏休みの思い出作りに、
夏休みの思い出作りに、自由研究の課題に、
自由研究の課題に、
親子でご一緒に楽しんで頂ける粘土遊び教室
親子でご一緒に楽しんで頂ける粘土遊び教室
を開催致します。お申込みお待ちしてます！
を開催致します。お申込みお待ちしてます！
日 程：8/１
(土) 作品形成
作品形成
程：８/１(土)
8/15
(土)
絵付け
8/15(土) 絵付け
8/22
(土) 作品評会
作品評会
8/22(土)
時 間：10 時～12 時
参加費：500 円(１人)
円（1 人） 定定 員：20
員：20名名
場 所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム
所：汲沢地域ケアプラザ 地域ケアルーム
締切日：7/18（土）
★釉薬掛け・本焼き等は当方で行います。
★お申込み多数の場合は抽選とさせて頂きます。

大好評の夏休み
小学生対象ビーズ教室を今年も開催します。夏
休みの記念にお友達と一緒にお揃いのアクセ
サリーを作りませんか？
日 時：8/23(日) 10 時～12 時
参加費：300 円（1 人）
場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
内 容：ブレスレッド 定 員：30 名
締切日：7/31（金）
※お申込み多数の場合は抽選とします。

妊婦さん・新米ママさん

６/24（水）
７/29（水）

集まれー！

汲沢地区主任児童委員
汲沢保育園共催

※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

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！

10 か月までのお子さんとお母さん
※共に第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
「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

●

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

「かいごカフェ」
“男の介護者のつどい”
も同時開催!!
ミ ニ 講 座
最近の病院事情
や機能について

今回は病院の相談員の方をお迎えし、ミニ講座を開催
します。その後は、男性だけの懇談会でリフレッシュ!

ミニ講座 「最近の病院事情・病院機能あれこれ」
療養型や地域包括ケア病棟、レスパイト入院など、
病院の機能によって入院形態も色々あるらしい…！

●開催日：平成 27 年 6 月 12 日（金）
●時 間：13 時～14 時 30 分
●会 場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
●会 費：無 料
※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。

健診と検診はどちらも医師による診察や検査を行い身体の状態を調べること
ですが、「けんしん」と呼び名は同じでも、目的などで様々な点が異なります。
健診や健康診査とも呼ばれている健康診断は、受診者の健康状態を評
価することにより、健康の維持や病気の予防に役立てることを目的とし
ています。よって、すべての隠れている病気を特定することは難しいで
すが、障害が起こっている臓器を絞り込んだり、病気の発見の手掛かり
になります。もし運悪く病気の危険因子が見つかり、リスクがあると判
明した場合には、早期に対応することが出来ます。
検診とは、ある特定の病気の有無を確認したり、早期に発見し治療することを目的と
し行われるものです。検診といえば胃がん検診・大腸がん検診・肺がん検診など、誰もが
抱くイメージのとおり癌の発見のために行われるものが多いですが、脳や心臓の病気に絞
った検診や女性特有の病気に対する検診も行われています。
定期的に健診を受けたり、また状況に合わせ検診を上手に利用し、
健康維持や病気の予防・早期発見に役立てましょう。
＊＊三宅先生は、毎月ケアプラザで健康相談を行っています。詳細は地域ケアプラザまで＊＊

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６月の予定＞
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム
かいごカフェ
キラキラ
ビーズ教室★

毎週水曜日

１０:００～１２:００

陶芸教室

６日（土）
９:３０～１２:００
１３日(土）

12日(金)

１３:００～１４:３０

トンとん

６日(土)

１１:００～１４:００

２０日(土）

９:３０～１５:００

ぐみさわ倶楽部★

１５日(月)

１３:３０～１５:３０

１３:３０～１６:００

どれみの森のおともだち★

1９日（金） １０:３０～１２:００

１３（土)
１６（火）２３(火)

日時：７月１４日(火)、７月２８日(火)
８月１１日(火)、８月２５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

“男の介護者のつどい”
も同時開催!!

■■■

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

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。
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
二軒家

かまくらみち
深谷通信隊
汲沢中学校
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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

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

長後街道

◇６月１２日（金）１３時～１４時３０分
ミニ講座「最近の病院事情；
病院機能あれこれ」
◇7 月 10 日（金）13 時～14 時 30 分
「懇話会」
※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

７月１日（水）午後～７月３１日（金）午前
「切り絵」展
いちご会（田辺久子氏）
８月 1 日（土）午後～８月 31 日（月）午前
「ビーズ教室作品」展 ビーズ教室参加者

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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♪祝18歳♪

皆さん、こんにちは！
日中は暑くもう夏のような陽気に包まれて、夜は冷える事が多く感じる
今日この頃ですが、お元気にお過ごしでしょうか？
我がしらゆり園は、今年の5月1日でなんと18歳を迎えました！！
その開所記念に先駆け、4月30日の昼食はお祝い膳が振舞われ、利用者様は
「何のお祝いなの？」「楽しみー♪」「どんなお膳なのかな？」と皆さんワクワク
しながら待っている姿を見て、私達職員もワクワクドキドキ！
中身を空けると…
炊きおこわ、すまし汁、
お刺身、新じゃがの煮物、
かに錦、イチゴといった
内容の豪華なお昼ごはん！
利用者様が「美味しいね♪」
「今日はとても豪華ね。」
などと談笑されながら美味
しそうにお祝い膳を召し上
がられている姿を見て、私
達職員も「美味しそうだな
ー」、「お腹すいたなー」な
どと話しながら仕事をして
いました。

皆さんいつもより量の
多い昼食となりましたが、
会話をしながらペロッと
食べてしまい、食事の後は
「今日は食べすぎちゃっ
たわ。」と言われる方もお
り、皆さん楽しみながら満
足して食べて頂けたよう
で職員も一安心。
そして次の日は、開所記念
のお餅つき！
明日のお餅つきの本番に
備えて、良い力づけになっ
たようでした。

平成 27 年 6 月号 横浜博萌会 高齢者福祉センター

甘酒飲んで、『ハァ～』
民謡で大盛り上がり♪
桜を堪能しました！！
お習字や麻雀の指導

レク材料の準備

５月の行事予定
６月２１日～２７日
〔おやつバイキング〕開催！！
色彩々の水羊羹シリーズです♪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

介護保険制度改正について（費用負担の公平化①）
６月になると、６５歳以上の方には、介護保険料額決定通知書が送付されます。今回の改定で
見直しが行われた結果、横浜市の基準額は 1 か月 5,990 円です。この基準額から本人や世帯の
収入総額により、前後合わせて１３段階になっています。また介護保険サービスをご利用になっ
ている方は、報酬改定の結果、サービス事業所への支払いも変更になっています。詳しいことは
担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。（ケアマネジャー相談受付・・笹田、岡崎まで）
次回は 費用負担の公平化② 平成 27 年 8 月から２割負担になる方です。

