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新年あけましておめでとうございます。
高齢者福祉センター（汲沢地域ケアプラザ・特別養護老人ホームしらゆり
園）はお陰様で創立２０年目を迎えます。今年も、これまで同様「地域と共
に」を基本に、地域の皆様と協働し、住みやすい福祉保健介護の拠点施設づ
くりに、職員一同の努めて参ります。今年もよろしくお願い致します。

「とつかハートプラン」地区別計画推進委員会では「踊場地区センターまつり」の会場内で
「みんなで地域（まち）を知ろう！」コーナーを開催します。地域で取り組む活動紹介パネ
ル展や昭和 19 年の航空写真をはじめ、畳２畳分の大きな地図（ガリバーマップ）で上か
ら地域を見てみたり、地域（まち）の魅力を発見しましょう！体力測定もあります！！

戸塚区のマスコット
ウナシー

介護・福祉・ボランティア何でも相談コーナー
内容：福祉に関する相談会
担当：ケアプラザ職員
●お問い合わせ・お申込みは

ウナシーも
来るよ！

ウナシーと一緒に
写真が撮れます！

汲沢地域ケアプラザ 地域係 ＴＥＬ045-861-1727

ボランティア感謝会
12 月６日(日)開催！
日頃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」）で活動されているボランティア
の皆さんへの感謝を込めた「ボランティア感謝会」を開催し
ました。当日は約 100 名の皆さんにご参加頂き、長年活動さ
れている方には感謝状を贈らせて頂きました。
後半は全国各地で活躍されている“弁護士
外岡潤先生”の「安心して老後を迎えるため
に」をテーマにお話し頂きました。弁護士と
いう立場から見た現在の介護を取り巻く状況
や遺産相続などについて、マジックショーや
演舞も織り交ぜながら分かりやすくお話しを
して頂きました。
再来年は施設が開設 20 周年を迎えます。今後ともよろしくお願いいたします！

汲沢地区家庭防災員研修会

「大災害に備えて」
家庭内 DIG を体験しました！
「大災害に備えて」をテーマに汲沢地区家庭防災員主催研修会
が開催されました。当日は田村戸塚消防署深谷出張所長から講
演の後「家庭内 DIG」を皆さんで体験されました。
「家庭内 DIG」
は日頃生活している場所の見取り図を絵に書き出してみて“避
難経路は確保できるか”また
“家具が倒れたらどうなるか”
といったいざ！という時のイメ
ージをする為の方法です。紙に
書き出すことによって家族で共
通認識を持てますし、防災につ
いて話がしやすい特徴がありま
す。ぜひご家庭でも防災につい
ての話し合いの機会に活用して
みてはいかがでしょうか。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

● 子どもたちに迷惑をかけたくない

● これからの生活を楽しく暮らしたい
● 残すべきモノ・コトが見えてくる
● エンディングノートを使って考えます

住所：汲沢４－８－１１ 駐車場なし
戸塚バスセンターより立場ターミナル行き
「五霊神社」下車徒歩１０分

講師：一般社団法人
定員：

日本クオリティオブライフ協会スタッフ

事前電話申し込み（先着順）
※締め切りは２月１０日まで

●老人クラブ「峰友会」
●汲沢地域ケアプラザ
主催/平和台町内会

外山
柚村

８６４-９３３４
８６１‐５４６３

共催/汲沢地域ケアプラザ

後援/老人クラブ「峰友会」

■汲沢地域ケアプラザ１月の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

毎週水曜日

やきもの遊び
ビーズ教室★

１６日（土）
９（土) １９（火）
２６(火)

お休み

トンとん★

10:00～12:00 ぐみさわ倶楽部★

１８日（月）

13:30～16:00

13:30～16:00 どれみの森のおともだち★

１５日（金）

10:30～12:00

日時：1 月 12 日・26 日(火)
2月

お休み

10:00～12:00 陶芸教室★
お休み

かいごカフェ

★印のプログラムは申込みが終了しています

9 日・23 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
TEL:861-5463

◇１月はお休みです
◇２月１２日（金）１３～１４時３０分
「 ミニ講座 」
総合支援事業についてのお話と
懇話会を行います！
※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
電話 861-5463

1 月７日（木）午後～1 月３１日（日）午前
「身近に咲く花」 木彫り展
大郷 千賀子 氏
２月１日（月）午前～２月２９日（月）午後
「手に取って触ってみる絵」 貝殻工作展
村田 盛夫 氏
★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

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
まさかりヶ淵
市民の森

幼
横浜桜陽
高校入口

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 ま で
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シティ

至戸塚駅
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文

横浜新道

横浜桜陽高校
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汲沢団地

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

●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

H28 年 1 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

新年あけましておめでとうございます

クリスマスツリーをご利用者皆さんで位置やバランスを考えながら、楽しく飾りつけしました。
おしゃべりがはずみ、クリスマス会や忘年会の話になり、
「こんな話をしているけど、もうあっ
という間にお正月になるのよ」と言われ、師走は本当に早く過ぎてゆくのを実感しました。本
年もお世話になりました。来年も宜しくお願い致します。

ほほえみステーションでは、
（ホームヘルプサービス、高齢者食事サービス）の
支援を行っています。
●ホームヘルプサービスでは、
次の支援をさせていただいています。
①訪問介護サービス（介護保険法）
②障がい者自立支援サービス（障害者総合支援法）
③横浜市移動支援サービス
●高齢者食事サービス（横浜市委託業務を含む）
では、温かい食事を直接手渡すことで、ご利
用者の安否を確認しながら安心して在宅生活
を継続できるように支援させていただきます。
また、高齢者食事サービスに、おたのしみ食
として、ご利用者に選んでいただいたメニュー
をお届けし好評をいただいております。

H28 年 1 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

今年もよろしくお願い致します！
デイサービスは１月４日より営業致します！
心よりお持ちしております！

応 援 する力
ケアマネジャーは、ご家族やご本人から介護に限らず、いろいろな相談をお受けします。（私
たちは『支援』と言っています） 制度・医療・サービス調整を図りながら、日々困りごとを
解消しています。
ふと、気付くと皆さんの支援（応援）をしていたつもりが、ご利用者の為に頑張っているご
家族やご利用者自身を目の当たりにして、ケアマネジャーも一緒に喜んだり、悲しんだりして
同じ感動を共有し、反対に皆さんの勇気に励まされています。
支援すれば、必ず改善するとは限らず、失敗を繰り返しながらも、皆さんの勇気を糧に、ベ
ストな選択を探す毎日です。
皆さんとの出会いを楽しみに、ケアマネジャー5 名で、ご相談を受け付け致します。
本年もどうぞ よろしくお願いいたします。
汲沢地域ケアプラザ ケアマネジャー事業所一同
（ケアプラン相談受付 ０４５－８６１－１７２７）

