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汲沢地区主任児童委員
汲沢保育園共催

汲沢保育園の
保育士による離乳食講座！
楽しいおもちゃ作りも！

無料

時間：13：00～14：30
場所：汲沢地域ケアプラザ多目的ホール
対象：妊娠中の方と 10 ヵ月までの子供とお母さん
（共に第 1 子）

10/28(水) 離乳食講座と
ハロウィン飾り作り
11/25(水) 絵本作り
12/16(水) クリスマスブーツ作り
主任児童委員による「手作りおもちゃ作り」や保育士さ
んの子育てアドバイス、ボランティアによる読み聞かせな
どもあり。途中参加も大歓迎！お気軽にご参加下さい！

●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
会 場

１１/８ （日）
10 時～14 時

★バザー
★屋台

焼きそば・豚汁・焼いも
・フランクフルト 他

作ってあそぼー
クリスマスの置物 他
いろいろあるよ！

体験しませんか！
●消火器の扱い方 ●車いす体験
●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

グランドで
あそぼー
グランドゴルフ・ラダー
ゲッター・ペタンク

★写真コンテスト
★イラストコンテスト

ウナシーも
来るよ！
主催：踊場地区社会福祉協議会 協賛：踊場地区連合町内会

汲沢地区社会福祉協議会・汲沢地区連合町内会
９月６日(日)

会場の戸塚こばと幼稚園体育館に 77 歳以上の１80 名を
超える皆さんが集まられました。
当日は、汲沢
連合町内会
石井会長
に続いて、
田雑戸塚区長の祝辞があり、汲沢中
学校合唱部による合唱や和楽会
「昇」よる津軽三味線・和太鼓が披
露されました。また、参加された皆
さんの中から 70 代から 90 代ま
で、それぞれ選ばれた方に民生委員
児童委員の方からインタビューを
受け、元気の秘訣等を伝えられてい
ました。来年もまた元気な姿で来場
されることを願っています。

汲沢地域ケアプラザ(１階)の図書コー
ナーには 3500 冊以上の図書を揃えて
おり、座ってゆっくり過ごせます。散歩の
途中でほっと一息。児童書や絵本も豊
富です。貸出しもできます。

文字が大きく読みやすい

「三丁目の夕日」
「ゲゲゲの女房」
●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

持ち物：水分、上履き、動きやすい服装

●会場：六郎丸町内会館
日時：毎月第１、第２、第４木曜日
13:30~15:30
内容：健康チェック、はまちゃん体操、セラバンドを
使用した体操（筋トレ）、ハマトレ体操
費用：会場費負担として 1,200 円/６ヶ月
持ち物：水分、上履き、動きやすい服装

●会場：さつき町内会館 （無料）
日時：毎月第１、第３火曜日
10:00～11:30
内容：ストレッチ体操やセラバンドを使用した体操
（筋トレ）、レクリェーション（脳トレ）、ﾊﾏﾄﾚ
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持ち物：水分、上履き、動きやすい服装

●会場：ぐみさわ東ハイツ集会所
日時：毎月第１、第３水曜日
10:00~11:30
内容：ストレッチやタオル体操、セラバンドを使用した
体操（筋トレ）、脳トレ、ハマトレ
費用：1,200 円/６ヶ月
持ち物：水分、上履き、動きやすい服装

●会場：汲沢地域ケアプラザ・多目的ホール（無料）
毎月第２、第４月曜日
9：30~11:30
内容：ストレッチ、
はまちゃん体操、
有酸素運動、
セラバンドで筋力
トレーニング

毎月第１、第 3 金曜日
13:30~15:30
内容：マットを使用した
ストレッチや体操、
ラジオ体操、
はまちゃん体操

・・・・・・・・・・・・持ち物：水分、上履き、動きやすい服装・・・・・・・・・・・・・

お問い合わせ先/ 地域包括支援センター：電話 045-861-5463

「介護予防活動 グループ」のご案内

日時：毎月第１、第２、第４水曜日
9:30~11:30
内容：セラバンドやソフティボールを使用した体操
（筋トレ）や有酸素運動など
費用：会場費と保険加入費負担として 1,300 円/6 ヶ月

汲沢地域包括支援センターでは、民生児童委員会、保健活動推進
員会 横(浜市長からの委嘱で、赤ちゃんから高齢者までの健康活動
を推進している団体 や)、はまちゃん体操普及員、ハマトレリーダ
ー、町内会など地域の皆様と一緒に、介護予防に取り組んでいます。
現在 、自 主的 に活 動 してい るグ ルー プを 紹介し ます 。概 ね 歳以
上であれ ばどな たで も参加で きます 。
見学、体験大歓迎ですので、通いやすい場所にぜひお越しください。

●会場：県営汲沢団地集会所

■汲沢地域ケアプラザ１０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

毎週水曜日

10:00～12:00 陶芸教室★

３日（土）
１０日(土）

9:30～12:00

かいごカフェ

9日（金）

13:00～14:30 トンとん★

１０日（土）

10:00～15:00

13:00～14:30 ぐみさわ倶楽部★

１９日（月）

8:00～16:00

13:30～16:00 どれみの森のおともだち★

1６日（金）

10:30～12:00

プレママ・プチママ集まれ

ビーズ教室★

２８日（水）
１０（土)
２０（火）２７(火)

日時：10 月 27 日 (火)
11 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。

10 月 1 日（木）午後～10 月 31 日（土）午前
「デイサービス作品」展
ご利用者様

連絡先：地域包括支援センター
TEL:861-5463

★ 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。

◇１０月９日（金）１３～１４時３０分
・協力医の「ミニ健康講座」
健康のはなし 講師：三宅啓史医師
お話のあと懇談会があります
・当日男性の介護者のつどいもあります
◇11 月 13 日〈金〉13～14 時 30 分
懇話会
申し込みなしでも当日参加いただけます。
問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

11 月 1 日（日）午後～11 月 30 日（月）午前
「書道白峯」展
小原ユミ子 氏

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

かまくらみち

二軒家
深谷通信隊

「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727

E メール soumu@hakuhoukai.jp

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿
宝寿院

幼

まさかりヶ淵
市民の森

横浜桜陽
高校入口

汲沢団地
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プライマル
シティ

至戸塚駅

横浜新道

横浜桜陽高校
社会福祉法人横浜博萌会

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp ま で

ヤマダ
電 気

至横浜

文

までお気軽にどうぞ

踊場交番

長後街道

戸塚高校 文

中村三叉路

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

■■

至立場

戸塚警察署

高齢者福祉センター

特別養護老人ホームしらゆり園

汲沢地域ケアプラザ

●所在地・アクセス

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

H27 年 10 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

食欲の
すっかり季節は秋へと変わり
ましたが、しらゆり園では食生
活で何度かレクリェーション
を行い、ご利用者の皆様に楽しん
でいただきました。
まずは、７月にフレンチトースト作り。多くのご利用
者の協力のもと、美味しそうなフレンチトーストが次か
ら次へと出来上がり、あちこちから
「美味しい」との声が聞かれていました。
8 月は、季節感を味わうレクリェーションが２つ。
１つはスイカ割り。大きなスイカを目の前に、「まっすぐ、まっすぐ！」
「そこ、そこ！」と必死にアドバイスを送り、スイカが割れた瞬間は大
きな歓声に包まれました。３時のおやつに召し上がっていただきました。
もう１つはビアガーデン。正面玄関
前に特設会場を作り、夕方からご利用者さ
まはビールや、焼き鳥・枝豆・焼きそば等
に舌鼓をうっておられました。なかなかお
酒を飲む機会が無いだけに、普段の夕食よ
りも大いに楽しんでいる様子。中には、顔
を真っ赤にされていた方も！ビアガーデ
ンは職員にも大変好評でした。

８月は更にもう１つ。一足早く冬にピッタリな
鍋物を夕食として味わいました。野菜等をご利
用者様に包丁で刻んでいただきました。
女性の皆様の包丁さばきは、まだまだ健在。
ウン十年前にはいつも料理をしていたとはい
え、久しぶりに握った包丁にはもしかしたら
緊張したかもしれません。
しらゆり園では、毎年ランチバイキングや寿司パーティーと言った一大イベントのほかに、
小規模なレクリェーションも随時行われ、ご利用者の皆様に楽しんでいただいております。

横浜博萌会 高齢者福祉センター

たなばた祭り

日、

今年も願い事を短冊に書い
て、笹に下げました。
願いは届いたでしょうか。

日～９月

2

梨狩り

８月

藤沢市内のフルーツパ

ークに梨狩りに行きま

した。

20

H27 年 10 月号

【６月 21 日～７月 11 日】

高く手を伸ばした先に
大きな梨！
よっしゃ、獲るぞ！

こんなにおっきな
梨摂れたよ！

今年も二輪草の皆様がお手伝いをしてくれ
ました。本当にありがとうございます。

横浜市

高齢者予防接種のご案内

暑すぎた夏が終わり、インフルエンザや肺炎など感染症の時期になりました。今年も高齢者
に対する予防接種費用助成があります。
成人用肺炎球菌ワクチン⇒横浜市に住民登録があり、過去に一度も 23 価肺炎球菌ワクチン
を接種したことが無い方で、①65，70，75，80，85，90，95，100 歳になる方。②60
歳以上～65 歳未満の方で心臓，腎臓，呼吸器の機能，又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫
機能障害 1 級相当の障害のある方。H27 年度の実施期間は、H27.７.１～H28.3.31 で接種
費用は 3,000 円です。（接種費用無料になる要件も別途あります）
高齢者インフルエンザ予防接種⇒横浜市に住民登録があり、①65 歳以上の方 ②60 歳以上
～65 歳未満の方で心臓，腎臓，呼吸器の機能，又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障
害 1 級相当の障害がある方。H27 年度の実施期間は、H27.10.1～H27.12.31 で接種費用は
2,000 円です。（接種費用無料になる要件も別途あります）
詳しくは、担当のケアマネジャーへ（ケアプラン相談 861－1727 担当 岡崎・笹田・服部）

