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一緒に参加しませんか？

ぐみざわ倶楽部

毎月第３月曜日の午後のひとときを
体操・音楽教室・健康講座・季節のイベント
など一年通して楽しい催しをやっていま
す。皆さんと一緒に参加してみませんか。
毎回おいしいお茶と季節のお菓子を
いただく時間もあります。

毎月第 3 月曜日 13：30～15：30（９･３月は第２月曜日）
●対 象：概ね 65 歳以上の方 ＊送迎はありません
●場 所：汲沢地域ケアプラザ ●参加費：材料費等
●定 員：30 名 ＊応募多数の場合は抽選
2020 年度申込受付：3 月 1 日～３月 31 日まで

2020 年度
生協戸塚病院共催医療講演会

認知症と

くすり

コロナウイルスの影響で中止になりました
日時：令和２年 4 月 11 日（土）
13 時 30 分から 15 時
（開場 13 時から）
講師：医療生協かながわ戸塚病院
薬剤師 川田 光昭 先生

♪どれみの森のお友達

（4 月募集）

2020 年度は 5/18(月)スタート♪
対象：１才～4 才児の未就園児とその保護者
※令和２年 4 月２日時点で１才のお子さん
内容：親子で音楽あそび
講師：武村祐子先生 (リトミック指導)
★詳細は「ぐみぐみ 4 月号」をご覧ください。

お知らせ
ぐみカフェ
ケアプラザ店
3 月 18 日（水）は誠に恐れ
入りますが臨時休店致しま
す。予めご了承ください。
開店時間の変更(4 月から)
13 時 30 分から
汲沢地域ケアプラザ
汲沢地区社会福祉協議会

会場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
※事前申し込みはありません。
当日直接会場にお越し下さい。

●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

mama craft
共催

ぐみ☆クラフトアート
華やかな和柄表紙の

御朱印帳作り

おとなも こどもも みんないっしょにかわいいもの作りましょ♪

奉書紙を使った蛇腹式の本格御朱印帳が作れます。
表紙の紙は「とつか和紙」さんの友禅和紙など豊富に
ご用意しています。（サイズ縦 16cm×横 11cm）
●日

時：

４/12(日)10:00～11:30

●場 所：汲沢地域ケアプラザ
●参加費：１０００円
●定 員：先着２0 名 当日参加ＯＫです♪
●講

師：田中綾子 先生

☆５月は、プレゼントにも♪花をあしらったハーバリウムボールペン

作品の形作りから釉薬掛けまで体験できます。
初めての方も大歓迎！お気軽にお申込み下さい。
～ お申込みは ３月１日(日)から ～
■日 程：
４月 ４日（土）形成
４月 11 日（土）削り
５月 ２日（土）釉薬掛け
５月 ９日（土）作品評会

新しい本
入りました!

■時
■場

間：9 時 30 分～12 時
所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム
■参 加 費：2000 円(材料費)
■募集人数：20 名※先着順

どなたでも
利用できます。
貸出は ひとり３冊、
2 週間 までです。

話
人
絵受気題
本賞作の
本
も作
家

★どうぞご利用ください★

●希望の糸 / 東野圭吾
１Ｆにある図書コーナーには
約 3,500 冊の本があります。
●落日 / 湊かなえ
赤ちゃん向けの絵本から文字
●ライオンのおやつ / 小川 糸
の大きな大活字本まで用意し
●ぼくはイエローで
ています。*貸出は窓口まで*
ホワイトで、ちょっとブルー/ ブレイディみかこ
●ボクはやっと認知症のことがわかった / 長谷川和夫 ほか多数！
●

汲汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

汲沢地域ケアプラザ

ご利用者アンケート
ご協力ありがとうございました
より良いケアプラザの運営を目的として、今年もご利用者アンケートを実施いたしました。
合計で２２３名（貸出施設利用者 27 名、自主事業５９名、窓口３名、介護予防 3５名、居宅介護支援
４３名、デイサービス５6 名）の方からご意見､ご要望を頂きました。その中のいくつかをご報告いたし
ます。
○印：ご意見 ●印：ご要望

〇 職員の方の挨拶、声掛けが優しく、いつも気持ちよく利用しています。
● 担当者がいないと、用事が足せられないことがある。
回答：担当職員以外でも対応していけるよう、部署会議や業務日誌を充実
させ、職員間の情報共有、情報伝達を緊密に図っていきます。

施設
貸出

〇 不安要素が増している昨今、ケアプラザの存在、心強く思います。
● 緊急時の対応について、今まで説明された機会がない。
回答：各部屋に避難経路図を掲示していますので、ご確認ください。毎年 4
月を周知月間として、自主事業の開催初日に職員から口頭でお知ら
せします。

自主
事業

〇 家に来て、良いアドバイスをしてくれます。

介護
予防

● 契約や個人情報の取り扱いについて、あまり説明がなかった。
回答：署名をいただいた後も、説明と確認を徹底していきます。

居宅
介護支援
(ケアマネ)

ー

〇 いつも細かな部分にまで配慮していただき、本人並びに家族も感謝して
います。
● カタカナ英語など、わからない時がある。
回答：わかりやすい日本語、明瞭な言葉遣いでの対応を心がけていきます。
〇 職員の方、皆さま良い方ばかりで、嫌がらず通っています。

デイ
サービス

● 送迎の時間を一定にしてほしい。
回答：道路の交通事情などによって 15 分程度の送迎の幅を見ていただける
ようお願いしていますが、それを超える場合はこまめに電話連絡をして
いきます。

今後ともお気づきの点がございましたら、遠慮なくお申出下さい。

■汲沢地域ケアプラザ３月の予定

★印のプログラムは申込みが終了しています

遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

3月は中止になりました。

陶芸教室

3月は中止になりました。

かいごカフェ

3月は中止になりました。

ぐみざわ倶楽部★

3月は中止になりました。

やきもの遊び

3月は中止になりました。

ぐみクラフト

3月は中止になりました。

どれみの森のお友達★

3月は中止になりました。

ぐみカフェｹｱﾌﾟﾗｻﾞ店

3月は中止になりました。

日時：3 月 10 日（火）、3 月 24 日（火）
4 月 14 日（火）、4 月 28 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
※3 月は中止になりました。

◆3 月 13 日（金） 13:30～15:00
1 年を振り返って
◆4 月 10 日（金） 13:30～15:00
リフレッシュ体操

3 月 1 日（日）午後～3 月 31 日（火）午前

「押し花展」

Ｋ&I

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。
※ ミニギャラリーでは、ただいま展示作品を
募集中です。貴方の作品展を開催しません
か！

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
※3 月は中止になりました。

お問合わせは：地域包括支援センター
電話 045-861-5463
※3 月は中止になりました。

かまくらみち

二軒家

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待ち

深谷通信隊

しています！担当：地域係（金子、山田）

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
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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生協戸塚病院
至藤沢

横浜市戸塚区汲沢町 986
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特別養護老人ホーム「しらゆり園」の相談調整室です。
今回は「しらゆり園」のご利用者の生活の支えとなっている
お店を紹介したいと思います！

売店
毎月第 1 水曜日の午後に西横浜国際総合病院の売店
が移動販売を行ってくれており、和菓子、洋菓子やパ
ン、飲み物などの商品を目で見て、実際に手に取り、
買い物を楽しんでいただくことができる機会です。

美容・理容

衣類販売

毎週火曜日に美容師、木曜日
に理容師の方に来ていただい
ています。カット（￥1,980
～）、顔そりをはじめ、パーマ、
毛染めも可能です。ショート
ステイの方もご利用いただけ
ます。

春・夏・秋の年 3 回、衣類販売を行っています。
静岡にある洋品店が来て下さり、紳士服、婦人
服はもちろんのこと、肌着、靴下、寝具、タオ
ル類なんでも揃っています。

ヤクルト
ヤクルトやヨーグルトをご希望に
応じて注文でき、週 2 回配達して
もらっています。

しらゆり園のご利用者は、約 8 割弱が戸塚区の方です。
地域の皆さんにはいつでも見学や相談を受け付けています。
お問合せ先／しらゆり園相談調整室：☎045-8６1-1112

今年は暖冬で雪も少ないようですが時折寒い日もあります。皆様体調管理を万全にお願
いします。ほほえみステーションでは訪問介護事業の他に、お食事の配送サービスを行っ
ております。バランスの取れたお食事をお一人お一人に手渡しでお届けさせていただいて
おります。今回は、食事サービスを利用いただいている皆様にアンケートを行いました。
その結果をご報告させていただきます。
まず量に関しては『少ない』と答えた方が１名おいでになりましたが、カロリーや特別な
対応が必要な方だったため個別対応とさせていただきました。その他は特に問題なく丁度良
いと言う意見が大半でした。
また、盛り付けや味付けは好意的な意見をいただいております。値段については８５０円では『高い』
という意見もありました。今後、メニューの工夫や出来るだけ皆様のご意見に耳を傾けていき満足して
頂けるよう努力していきます。ご協力頂きました皆様、本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お試し食として初回のみ 500 円でお届けすることもできますので、
興味のある方は下記までお尋ねください。
（ただし配送ルートによりお届け出来ない場合もございます。）
ほほえみステーション

☎

０４５－８６１－１４３１

2020 年３月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

gatu

外で元気に厄払い！歩行練習の成果かな！？

介護サービス費の利用者負担について
介護保険サービスを利用された際の費用（保険対象である介護サービス費の 1 割です。所得
状況により 2～3 割の方もいらっしゃいます）が一定の上限額を超えた場合、区役所に申請す
る事で払い戻しを受ける事ができます（高額介護サービス費等）。
また、医療保険と介護保険の自己負担分の年間合計額が高額になった場合も、申請手続きをす
る事で、定められた上限額を超えた分の支給を受ける事が出来ます（高額医療・高額介護合算
制度）。
まずは
上限額は、所得状況によって異なります。また、支給にも
領収書整理を
条件がありますので、詳しくは担当のケアマネジャーへ
お問合せください。
お問合せ：汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーまで
連絡先：045-861-1727

