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■
■特別養護老人ホーム
■

2019 年
ぐみ☆

クラフトアート

グラデーションワイヤーと
お好きなビーズを使って

●

秋色ネックレス

●

講師： 須田裕子 先生
●日時：11/10(日)1000～1130
おとなも こどもも
歩数計プレゼン
●場所：汲沢地域ケアプラザ
いっしょにかわいいもの作りましょ。
（送料負担あり）
●11 月参加費：900 円
＊申込時に色(グリーンか
ローズ)をお選びください。
●定員：先着７名●申込締切：11/7
mama craft 共催
☆１２月(12/1)は クリスマスまでカウントダウン！オリジナルの“アドベントカレンダー”を作ろう！

１１/10（日）

お ど り ば

10 時～14 時

体験!

屋台♪
・フランクフルト
・焼きそば
・豚汁
・焼いも ほか

●作って遊ぼう！
●飲酒体験ゴーグル
●自転車シュミレーション
●健康チェック

ケアプラザの

車イス体験、妊婦体験コーナー

■ 即位礼正殿の儀にともなうお知らせ ■ 令和元年 10 月 22 日(火)
祝日の為、開館時間は 9 時～17 時です。※図書コーナー、印刷機の利用も含む

●お問合わせ・お申込みは 汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

回覧

北汲沢地区保健活動推進員・汲沢地域ケアプラザ共催事業

～ 転 倒 予 防 の た め の ～

体力がある今のうちに身の回りを整理することで
生活が前向きに輝いていきます。

○日時：10 月 31 日（木）14 時～15 時 30 分
（開場：13 時 40 分）
○会場：新生自治会館 2 階（戸塚区汲沢 7-35-2）
たかし

○講師：整理収納アドバイザー 隆 ともこ 氏
○定員：40 名 ※当日先着順 直接会場へお越しください
○お問合わせ：下記の電話番号まで

汲沢地域ケアプラザ

地域包括支援センター： 電話 045-861-5463
汲沢地区主任児童委員
・汲沢保育園 /共催

汲沢地域ケアプラザ開催

よこはまシニアボランティア
ポイント登録研修会
ボランティア活動に関心のある方、
お気軽にお申込下さい。

10 月 3０日(水),
11 月 2７日(水),
12 月 19 日(木)

よこはまシニアボランティアポイント
横浜市民で 65 歳以上のボランティア活動
を奨励する制度です。登録施設での活動で
ポイントがたまり年に一度換金も可能です。

日時：10 月 31 日(木)13:30～15:30
内容：制度の説明、ボランティアとは など
持ち物：介護保険証コピー、筆記用具
場所：汲沢地域ケアプラザ
申込 10/25 まで

読書の秋

ﾛｸﾞﾊｳｽ

内容 :赤ちゃんの

おもちゃ作り､
保育士の手遊び､
絵本の読み聞か
せ､ほっとティー
タイムなど
地区ｾﾝﾀｰ

11 月は離乳食講座

毎回 13 時～14 時 30 分
場所 汲沢地域ケアプラザ
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*いずれも第１子のみ

11 月 1 日(金)→11 月 30 日(土)
・・・おどりば・ぐみさわ図書めぐり・・・
スタンプラリーとは？

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

4 つの図書室・コーナーをめぐって
スタンプをゲット！全制覇で先着 100 名に
本に関するすてきなプレゼントあります♪
ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

★ おどりば・ぐみさわ図書めぐり スタンプラリー対象施設～だれでも本を借りれます～ ★ 有隣堂東急プラザ戸塚店協力
汲沢地域ケアプラザ ・ 踊場地区センター ・ 東汲沢小コミュニティハウス ・ 踊場公園こどもログハウス

●

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

超高齢社会とフレイル
～3 回シリーズ第一弾～

保存版

「フレイル」や「サルコペニア」といった言葉を聞いたことが
ありますか？超高齢社会に突入した現在の日本では、自立して暮らせる期間、
「健康寿命」がキーワードとなります。
元気なお年寄りが増えているとはいえ、この健康寿命は従来の何歳まで生きるか。
「平均寿命」と比べ、女性は約 13 年、男性は約 9 年短いという調査結果が出ています。
これは死を前にしてのその年数は介護を要する状態であることを意味します。
長寿国世界一の日本において、健康寿命を延ばすとともに介護を要する期間を
いかに減らすかは重要課題であり、その取り組みを世界中が注目しています。
近年、この状況に対し老年医学の分野から「フレイル」という概念が提唱されました。
「フレイル」とは、高齢期に加齢に伴い様々な臓器機能の変化や生理的予備能の低下により外
的ストレスへの耐性が低下し、種々の健康障害に陥りやすくなった状態のことです。すなわち、
通常の日常生活を送ることができる身体機能があるにもかかわらず、加齢をはじめとして、持
病、低栄養、環境の変化、不活発な日常生活、社会参加の欠如などによる（軽微な）ストレス
を引き金に要介護状態に陥ってしまうといったイメージです。
フレイルは単に不可逆的に老い衰えた状態だけでなく、しかるべき介入により、再び
健常近くに戻る可逆的な状態も含みます。いいかえれば、フレイルは自立した生活を
すごしている高齢者と要介護状態の高齢者の中間的段階を指し、疾患や転倒・骨折な
どにより要介護状態になることもあれば、適切な予防や介入により自立した生活に戻
ることもできうる可逆的な状態のことです。
また、要介護状態となるきっかけは身体的な問題だけではありません。精神・心理的問題や社会
的問題も大きく関与し影響を及ぼします。具体的には、認知症や老人性うつなど、地域社会との
関りがなくなる社会的孤立や独居の問題、経済的困窮などです。
フレイルは身体的要素に加え、これらの精神・心理的要素や社会的要素も含め、３つのフレイ
ルから高齢者の生活機能全般の低下を包括する概念です。
こうしたことからフレイルは、高齢者の状況を多面的にとらえ生命や機能予後を推定し包括的な
医療を行うことや、早期に適切な介入をして高齢者の健康維持や要介護状態を予防するうえで
も重要かつ必要な概念として注目されています。
●三宅啓史医師プロフィール●
この続き（第 2 弾）は 12 月号に掲載します
・1988 年～1996 年 聖マリアンナ医科大学

三宅院長先生による相談会を定期的にケア
プラザで開催しています。
日時等については４面に掲載していますの
でご覧ください。

汲沢地域ケアプラザ

病院勤務。第一外科(消化器・乳腺外科)
および同大学病院救命救急センター勤務
・1996 年 1999 年 一般総合病院内科勤務
・1999 年から「三宅医院」で診療。
・2001 年院長就任
消化器疾患を専門とし、内科一般、外科疾患を
中心に治療

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 10 月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

かいごカフェ

11日（金）

どれみの森のお友達★

５日（土）
12日（土）

9:30～12:00

ぐみざわ倶楽部★

21日（月）

13:30～15:30

プレママプチママ集まれ

30日（水）

13:０0～1４:30

ぐみカフェｹｱﾌﾟﾗｻﾞ店

16日（水）

13:00～16:00

10:00～12:00 陶芸教室★
13:30～15:０0

お休み

やきもの遊び

★印のプログラムは申込みが終了しています

18日（金）

10:３0～12:00

日時：10 月 8 日（火）・10 月 29 日（火）
11 月 12 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 045-861-5463

◆10 月 11 日（金）13:30～15:00
作ってみよう！みんなで手作り
◆11 月 ８日（金）13:30～15:00
活用しよう介護保険 介護施設について
お問合わせは：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

10 月 1 日（火）午後～10 月 31 日（木）午前

「第 15 回 白峯展」小原ユミ子 様
11 月 1 日（金）午後～11 月 30 日（土）午前

「文化祭」デイサービス御利用者 様
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

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待ち
しています！担当：地域係（金子、山田）

深谷通信隊

までお気軽にどうぞ
施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp
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戸塚高校 文

中村三叉路

E メール soumu@hakuhoukai.jp

至立場

長後街道

「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

■■

かまくらみち

二軒家

ライフ

戸塚警察署

生協戸塚病院
至藤沢

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

2019 年 10 月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

9 月 14 日、２階・３階職員とご利用者様合同で、「秋まつり」を行ないました。
夕方より高齢者福祉センターの正面玄関前に特設会場を作り、ビールや焼き鳥、焼きそば
等にご利用者の皆様は舌鼓をうっておられました。ご利用者様はご家族と一緒に食事や会
話をしたり、普段めったに飲まないビールで顔を赤くされたりと、秋のイベントを楽しまれ
たご様子でした。

2019 年 10 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

外散歩
建物の周りを
散策しなが
ら、それぞれ
のペースで毎
日機能訓練を
行っていま
す！

ラジオ体操
毎日、皆さんと
一緒に気持ち
よく体操をして
いま～す！

ランチバイキング

家族者懇談会

日々の様子などの
情報共有を行いま
した！

