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高齢者福祉センター

■
■特別養護老人ホーム
■
２０１５年
平成２７年

いちご座の

どくえんかい

人形劇 と 読絵ん会
無 料

「いちご座」による人形劇
と、絵本作家保科琢音さんに
よる読み笑わせ「読絵ん会」 場所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
をします。小さなお子さんか ■お問合せ/ 汲沢地域ケアプラザまたは
ら大人の方まで皆さんのご 汲沢地区青少年指導員（金山）090-3241-3032
※予約はいりません
参加お待ちしています！

や きものあそび
親子で
粘土遊び
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、お電話、または窓口
でお申込み下さい

無 料
日 時： 1/16(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

12 月29 日（火）～１月３日（日）
上記の間、汲沢地域ケアプラザは相談業務・
貸し館事業・図書コーナー・デイサービス等
電話、窓口含めて全て休館 休業となります

1 月 4 日（月）から開始します
※お部屋のご予約についてはケアプラザまで
事前にお問合せ下さい

★釉薬掛け、本焼きは当方で行います

※戸塚区スマイル事業として実施しています

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

秋晴れの中、こばと幼稚園
において開催されました。風
が強い中での開催でしたが、
家族一緒に一生懸命各競技に
参加されていました。じゃん
けんぽんリレーでは田雑戸塚
区長も活躍されていました。

壱町ヶ谷公園から戸塚地区センターを経由し長後街道
を戻ってくる約２時間のコースを約 200 名の皆さんが
歩きました。歩きながら皆さん笑顔で会話も弾んでいま
した。当日は汲沢中学校Ｖメイトや吹奏楽部の皆さんも
参加されました。天候も良く、住民皆さんが交流できる
絶好の「散歩日和」になったのではないでしょうか。

富士見町内会館において開催さ
れ、パッチワークや盆栽等の他に、
東京オリンピックの際「聖火リレ
ー」で使用されたトーチ等、思い出
の品も出展されていました。また
ボランティアさんによるお茶会も
催され心温まる文化祭でした。

当日はあいにくの空模様で
したが会場となった汲沢小学
校には 300 名を超える皆さん
が来場され、体験コーナーや模
擬店等で楽しまれていました。
ケアプラザも「福祉体験コーナ
ー」を担当させて頂き、大勢の
方に体験して頂きました。あり
がとうございました！

●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

「地域包括支援センター」 からのお知らせ
10 月９日は、「ミニ健康講座」と男性介護者の懇談が行われました。
介護者の健康管理はどうしても後回しになりがち、協力医の
三宅先生の話に加え質問も活発に出されました。
講座の後は、好きな飲み物とお菓子をほおばりながら、
男性だけのグループになり、男同士の介護話や生活の苦
労話に花が咲きました。女性グループにも負けじ劣らず
のおしゃべりの時間が、少しでも日ごろのストレス発散
につながることを祈りながら、一緒に話の輪に加えてい
ただきました！気軽な集まりです。是非一度参加してみ
てください。お待ちしています！
次回は、平成 28 年 2 月 12 日(金)13 時～です。

９月２０日の日曜日、会館で毎月行われているお茶のみ会に「成年
後見制度研修」でお邪魔しました。わかりにくい制度ですが、判断力
が衰えても自分らしい生活を送るために活用できることを知っていた
だく機会になれたでしょうか。地域包括支援センターでは、みなさん
の“知りたい”気持ちに添った情報をお伝えするため、地域に出向く
研修を行っています。お気軽にお声がけください！

お気軽に
ご相談ください
テレビや新聞など頻繁に目にする“認知症”と言う言葉。
皆さんはどの様な印象をお持ちですか。

地域包括支援センターへの相談も「疑い」や「初期」の相談が
増えてきました。“認知症の診断”を受けたらもうおしまい、治
らない、どんどん進んで何もわからなくなる、認知症は怖い等々、
本人や家族を不安にする情報も氾濫しています。認知症の診断が
ついたからと言って何もわからなくなるわけではありません。本
人の行動や日常生活を制限したり、脳に良いからと無理やり脳ト
レプログラムをさせることは逆効果！本人の生活を中心に、一番
不安な本人の気持ちに寄り添う関わりで、進行を遅らせることも
可能です。地域包括支援センターでは、認知症キャラバンメイト
の皆さんと一緒に、認知症を地域ぐるみで考える機会として「認
知症サポーター養成講座」を行っています。
今年も３会場で開催。少人数から、どこでも出張しますので気軽にお声をおかけください。
●お問い合わせ●

汲沢地域ケアプラザ 地域包括支援センター 045－861－5463

■汲沢地域ケアプラザ１２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★

かいごカフェ

11日（金）

13:00～14:30 トンとん★

プレママ・プチママ集まれ

16日（水）

13:00～14:30 ぐみさわ倶楽部★

２１日（月）

13:30～16:00

13:30～16:00 どれみの森のおともだち★

１８日（金）

10:30～12:00

ビーズ教室★

１２（土)
１５（火）２２(火)

5日（土）
１2日(土）

9:30～12:00

お休み

日時：12 月 22 日 (火)
1 月 12 日・26 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。

1２月 1 日（火）午後～1２月１５日（火）午前
「心に響く風景」 写真展
小野 清治 氏

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。

◇１２月１１日（金）１３～１４時３０分
「 癒しのコンサート
～民話・童話の世界から～ 」
日頃の介護から少し離れ、ホッとできる
ひと時を過ごしましょう♪
※介護者の方どなたでも、申し込みなし
で当日ご参加いただけます。
問い合わせ：包括支援センターまで

１月 7 日（木）午前～1 月 31 日（日）午後
「身近に咲く花」 木彫り展
大郷 千賀子 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

10 月にご寄付を頂いた方
しらゆり園 家族の会 様

深谷通信隊

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■
「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727

汲沢小学校

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp ま で
発行・編集：横浜博萌会 高齢者福祉センター
協力：ボランティアグループ「ケア友の会」
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ありがとうございます。
ご利用の皆様の為に有効に使わせて頂きます。
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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 12 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

今年で 2 回目になる運動会。当日は
熱のこもった選手宣誓から競技がスタ
ートし、体操のお兄さんの音頭に合わ
せて振った赤と白のボンボンが色鮮や
かに舞い、その勢いに押されるように
一直線にパンを目指したパン食い競
争。獲ったパンを高らかに突き上げた
姿が勇ましく思えました。
職員競技の二人羽織も、ク
リームだらけの顔が皆さ
んの笑顔を誘いました。最
後の玉入れ競争も吸い寄
せられるように玉が籠に
入っていきました。
競技終了。結果は 3 階紅
組の優勝。準優勝は 2 階白
組で秋の大運動会は幕を
閉じました。

H27 年 1２月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

一年かけて皆さんで
作った力作の数々！
見応えがありました。
来年も楽しみにしていてください！
横浜桜陽高校の文化祭に行ってきました！
作品を大々的に飾ってもらっていました。
お茶まで頂いて笑顔が絶えない一日でした。

介護保険サービスご利用の皆様へ
今年も残り 1 か月となりました。介護の冬支度はできましたか？
１２月は、何かと気忙しい時期です。年末までにしておく事をもう一度確認しておきましょう。
① 今年はノロウィルス食中毒が流行の兆しです。外出後、トイレの後、調理の前、食事の前の
手洗い、うがいを心掛け、排泄物や嘔吐物は直接触れないように処理しましょう。
② 冬場にも脱水症状になる方がいます。喉が渇かないからと水分補給を忘れないようにしまし
ょう。
③ 体調の良い時にかかりつけ医に相談して、インフルエンザ予防接種を受けましょう。横浜市
民 65 歳以上の高齢者等が 2,000 円で予防接種できるのは 12 月末までです。
④ 雨や雪が降ったり、路面が凍結した時には転倒骨折のおそれがあります。外出には注意しま
しょう。
⑤ 介護サービスや、かかりつけ医の年末年始の休業を確認しておきましょう。
他にも心配なことがありましたら、担当のケアマネジャーにご相談下さい。

