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■
■特別養護老人ホーム
■

2020 年
たまには、ゆっくり

毎日の子育てで感じるイライラや悩み、
みんなで話したり情報交換したりして
心を少しかる～くしませんか。

託児

■対象：生後２カ月～未就学児のいるお母さん
※白湯が飲める赤ちゃんから

■日時：２/28(金)、３/6(金)、３/13(金)
10:00~11:30 全 3 回シリーズ
＊出れない回がある方はご相談下さい。
■会場：汲沢地域ケアプラザ
■内容：母子別室にて、
・仲間作り・グループワーク・ティータイム など
■人数：６～12 名(申込多数の場合は抽選)
■講師：矢野令子氏（横浜市子育て支援者・保育士）

お申込みは 2/17(月)まで

mama
craft 共催

ぐみ☆クラフトアート

おとなも こどもも いっしょにかわいいもの作りましょ
●日 時：３/８(日)10:00～11:30
●場 所：汲沢地域ケアプラザ
●参加費：900 円
●定 員：先着 10 名 当日参加ＯＫ♪
●講 師：田中綾子 先生

リボンレイの
ネックストラップ
３月はハワイアンリボンレイの編
み方で作るネックストラップです。
カギや名札、携帯など大事なものは
おしゃれに首から下げちゃいましょう！
色とりどりのリボン、たくさんのビーズ
(クワイナッツ)をご用意しています。
どうぞお楽しみに♪
＊4 月は“華やかな和柄表紙の

【お問い合わせ・お申し込み】 汲沢地域ケアプラザ地域係： 電話

回覧

ご朱印帳づくり“です。

045-861-1727

❶多目的ホール

汲沢地域ケアプラザ

多人数のご利用に適し
ます

貸館･施設のご案内

❷調理室
ケアプラザでは地域の交流の場として無
料で部屋の利用、また共有施設の利用
ができます。お気軽にお問合せ下さい。

多目的ホールとつなげて
使用可

ケアプラザの「部屋利用」の方法
1.部屋を利用する団体の登録をします。
2.登録後、利用日時の予約します。
3.当日利用後に簡単な掃除と使用報告書を
窓口に出して終了です。
＊ご利用内容によっては利用料が発生します。
＊布教・政治・営利目的には利用できません。

★詳しくは下記、地域係までお問合せ下さい★

備品：机 20 台、パ
ネルマット、乳幼児玩
具、ピアノ、等
備品：オーブン、電
子レンジ、調理器
具、食器 等

❸地域ｹｱﾙｰﾑ
❹ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
❺ミニギャラリー

趣味の集まりなど少
人数向け。４～15
名程度で使用可

❻図書コーナー

どなたでも利用で
きます。飲食可で
す。どうぞお気軽に
お寄りください。

心のこもった作品をご展
示下さい
絵本から小説、大きな
文字の本まで蔵書は
3500 冊!

どなたでも展示頂
けるギャラリーで
す。約 2 週間単位。

❹

汲沢地域ケアプラザ
見取り図

❻

❸

自販機

❺

受付

トイレ

❷
❶

正面玄関

⑥図書コーナー

新しい本
入りました !
★勉強や飲食もできます。
本の貸出は一階窓口にて★

●

イエール大学で 23 年間連続の人気講義

(日本縮約版)

「死」とは何か

/ シェリー・ケーガン
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー/ブレイディみかこ

●
● ひとりで生きる 大人の流儀９ / 伊集院静
●十二国記 魔性の子/ 小野不由美
● 祝祭と予感 / 恩田陸
● ニャンでもやればできる / 深見東州
● ライオンのおやつ / 小川 糸
ほか

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

「知らなきゃ損する
相続・遺言のリアル」講座
を開催しました！
12 月 17 日 3 人の講師の方にご登壇いただき「知らなきゃ損する相続・遺言のリアル」
講座を汲沢地域ケアプラザで開催しました。講師より 38 年ぶりの相続改正のポイントを交
えトラブルの予防法や遺言の必要なケース等具体的な説明がありました。
参加者の方からは「今後の参考にして行きたいと思います。」
「普段忙しくあまり考えなかったが重要なことだと感じた。」と
言った感想や個別相談も含め多くの質問が寄せられ関心の高さ
を知ることができました。
アンケートをもとに包括支援センターでは今後も皆様の生活
に役立つ講座を開催して参りますのでご期待ください。
当日は多くの方にご参加いただき有難うございました。

認知症サポーター養成講座を開催します～認知症の方を理解しましょう～
あれ？もしかしたらと思いながらも、気になる方にどうお声かけをしようかと悩むことは
ありませんか？
「認知症サポーター養成講座」は、認知症について正しい理解・お声かけの仕方やご本人、
ご家族の思いを学び、個人としてまた地域ぐるみでどのようにサポートできるかを一緒に考
える機会となります。地域包括支援センターでは、町内会館や介護予防教室などに出向いて
講座を開催しています。ぜひご参加ください。

◇日時：令和

2 年 2 月 26 日(水)10 時～11 時 30 分

◇会場：ぐみさわ西団地集会場
◇募集人数：25 名(講座を受けていない方優先)で申込順
◇講師：戸塚区認知症キャラバンメイト

受付開始は 2 月 10 日(月)から
●

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２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

14日（金）

どれみの森のお友達★

１日（土）
８日（土）

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

21日（金）

ぐみざわ倶楽部★
ぐみクラフト

10:30～12:00 ぐみカフェｹｱﾌﾟﾗｻﾞ店

日時：２月 25 日（火）
3 月 10 日（火）3 月 24 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

◆２月 14 日（金） 13:30～15:00
「介護保険以外のサービスについて」
◆3 月 13 日(金)
13:30～15:00
1 年を振り返って

9:30～12:00

17日（月）

13:30～15:30

2日（日）

10:00～11:30

19日（水）

13:00～16:00

2 月 1 日（土）午後～2 月 29 日（土）午前

「書初め展

～ 今年の願い ～」

ぐみざわ倶楽部参加者の皆様
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。
※ ミニギャラリーで貴方の作品展を開催しま
せんか！3 月からの展示作品募集中です。

障がいのあるお子さんと保護者の方を対象にした
粘土遊び教室です。作品を作りながら、おしゃべりを
してほっこりした時間を過ごしませんか？
日 時：3 月 21 日（土）
時 間：午前 10 時～12 時
参加費：おひとり 200 円
会 場：汲沢地域ケアプラザ

お問合わせは：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

12 月にご寄付を頂いた方
田中眞由美様、日吉陽一様、金子健次様
ありがとうございます｡

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待ち

ご利用の皆様のために有効に使わせて頂きます。
かまくらみち
二軒家
至立場
深谷通信隊

しています！担当：地域係（金子、山田）

至立場

汲沢中学校
汲沢小学校

■■

ご意見・ご感想・ご質問は ■■
「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

中村三叉路

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿
宝寿院

E メール soumu@hakuhoukai.jp

までお気軽にどうぞ

まさかりヶ淵
市民の森

幼

稚

横浜桜陽
高校入口
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特別養護老人ホーム しらゆり園
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戸塚高校 文

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
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「しらゆり園」日頃の様子
しらゆり園では、生活されているご利用者の皆様が日頃、楽しめるレクリエーションとし
て誕生会や売店、喫茶コーナーの他、ご利用者皆様が参加することが出来るクラブ活動があ
ります。今回はその中からしらゆり園 2 階で開催している「書道クラブ」をご紹介します。

書
道
しク
ら
ゆラ
り
園ブ

毎週金曜日は書道の日。
２名のボランティアさんが先生としてお越し
頂いています。楽しみにされている方も多く、
たくさんの方が参加されています。納得いく
まで繰り返し書き直し、先生に花丸をもらえ
ると、とても喜ばれています。
出来上がった作品は、廊下や居室に飾らせ
て頂き、ご覧になったご家族様を始め来園さ
れた皆様からは「綺麗に書かれていますね～」
と感心する声がよく聞かれています。
来園された際はぜひご覧ください。
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