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場所/汲沢地域ケアプラザ
対象/・妊娠中の方（第１子）
・10 ヵ月までの子供（第１子）
とお母さん

★

★

★
★
★

★

集まれ！

★

★

13:00～14:30
保育士によるベビーマッサージ
11/30
や「手作りおもちゃ作り」
「読み 10/26(水) ベビーマッサージと
試食あり
聞かせ」などもあります。子育
ハロウィンの紙バッグ作り
てアドバイスもできますよ！
途中参加も大歓迎！お気軽にご 11/30(水) 離乳食講座と手作りおもちゃ作り
12/21(水) ベビーマッサージと
参加下さい！
ｂ

クリスマスブーツ作り

お申込みは

１１/6（日）

電話 045-861-1727（汲沢地域ケアプラザ地域係）

おどりば

10 時～14 時

会 場

汲沢小学校
体育館・グラウンド
アドベンチャーホール

●煙体験ハウス
●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

屋台
・フランクフルト
・焼きそば
・豚汁
・焼いも
ほか

グランドであそぼー

バザー

グランドゴルフ・ラダー
ゲッター・ペタンク

ウナシーも
来るよ！

主催：踊場地区社会福祉協議会 共催：踊場地区連合町内会

汲沢地区連合町内会主催／汲沢地域ケアプラザ共催

陶芸
教室

参加費：100 円（お昼の軽食、飲料付）
持ち物：水筒、タオル、雨具
対 象：汲沢地区在住の方
汲沢、大久保、さつき、
汲沢西団地、ぐみさわ東ハイツ、
ライオンズ第 3 の各自治会町内会
集
解

合：9 時 30 分 汲沢地域ケアプラザ
散：13 時ごろ 汲沢地域ケアプラザ

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。
距 離 は 約 ４ . ３ km
（休憩を含み２時
間程度）
ケアプラザ～吹
上～まさかりが淵
市民の森などを
歩きます

お申込みは
上記の各自治会町内会へ

11/5 (土)
11/12(土)
12/3 (土)
12/10(土)

形成
削り
釉薬掛け
作品評会

【 時間 9:30～12:00 】
●場

所：汲沢地域
ケアプラザ
●定 員：20 人
●参加費：2000 円

会場の戸塚こばと幼稚園体育館に、
77 歳以上の 190 名を超える皆さんが
お集まりになりました。
当日は、汲沢地区社会福祉協議会会長の挨拶に続
き、戸塚区長、北汲沢地区連合町内会会長の祝辞、
汲沢中学校合唱部による童謡「待ちぼうけ」などの
コーラスや、和楽会「昇」による津軽三味線・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選ばれた方が民生
委員児童委員の質問に答え、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。
汲沢地区社会福祉協議会・汲沢地区連合町内会

●

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

感染症とは、大気・水・土壌・動物などに存在する病原体（細菌やウイルスや
カビなど）が人体内に侵入することで引き起こす病気で、とても多くの種類が
あります。
中でも風邪やインフルエンザは身近にある感染症と言えます。風邪やインフル
エンザは原因となる病原体が体内に侵入→定着→増殖することによって発症
します。免疫や体力・抵抗力があり発症に至らない場合もありますが、一番の
予防は感染経路を断ち病原体を体内に侵入させないことです。
その点から日常的に手軽に行える「手洗い・うがい・マスク」をしっかり行う
ことが最も効果的な感染症予防となり得ます。

感染症を起こす病原体は手を介して
体内に侵入することが多いと実証されて
います。病原体はドアノブ・電車のつり
革・階段の手すりなどあらゆるところに付
着していて、これらを触った手で自分の目
鼻口に触れたり、食事をすることで体内に
侵入します。よって手洗いは感染症から身
を守る為にはとても大切なのです。
帰宅時や食事前、トイレ後だけでな
く、不特定多数の人が触るものに触
れた後は必ず手を洗いましょう。

流水と石鹸を使い手のひらと甲、指先と爪
の間、指と指の間、手首から前腕を３０秒
以上くまなくしっかりと洗いましょう。最
後に流水でしっかりとすすぎ、清潔なタオ
ルで十分拭き取ります。流水と石
鹸が使えない場合はアルコール系
速乾性手指消毒剤などを手の隅々
までしっかりすり込みましょう。

うがいは最近の研究で風邪に対する
有効性が科学的に実証されました。
唾液やノドの粘液は細菌や埃などを捕らえて
肺に入らないようにします。うがいは、口腔
やノドを洗浄して細菌や埃などを粘液ととも
に除きます。
まず、うがい液を口に含み
頬を動かしグチュグチュ
します。次にうがい液を口
に含み上を向いてオ～と
発声します。うがい液が温
かくなったら吐き出しま
す。一度でスッキリしなけ
れば何度か行い、最後は水
で口内をすすぎましょう。

鼻や口にフィットした
マスクを着けることが
重要で、これにより病原体を
含む感染者の咳やくしゃみの
飛沫の吸入を抑え、汚染され
た手で鼻や口を触る機会を減
らします。また、ノドの乾燥
を抑えノドの防御機能の低下
を防ぐことにもなります。
勿論、咳やくしゃみの症状がある
人は病原体の飛沫を防ぐ為にマ
スクを着用し、公衆エチケット
に心がけましょう。

これらを日々の生活の習慣とし感染症を
予防しましょう。

★三宅先生の健康相談などは次のページをご覧ください。

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 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・
毎週水曜日
ほっとタイム

10:00～12:00

陶芸教室★

１(土)・８(土）

9:30～12:00

かいごカフェ

14(金)

13:00～14:30

トンとん★

8(土)

9:30～15:30

やきものさろん

お休み

10:00～12:00

ぐみざわ倶楽部★

17(月)

8:30～17:00

どれみの森のおともだち★

21(金)

10:30～12:00

ゆずの会

10（月）・24(月)

9:00～１2:00

●日時： 10/11(火)、11/22（火）
13：00～13：30
●場所：汲沢地域ケアプラザ

●「第 12 回 白峯会」展
10/1（土）午前～10/30（日）午前
小原ユミ子氏
●「デイサービス文化祭」展
11/１日（火）午前～11/30（水）午前

●日時：10/25(火) 12：30～13：30
★「感染症について」のミニ講座と相談会
●場所：踊場地区センター

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。

日程は変更になる場合がありますので、
ご相談は事前にお申込み下さい。
お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

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
●10/14(金)13：00～14：30
「

介護者のストレスについて

★訪問看護ステーションの看護師による講演
●1１/1１(金)13：00～14：30
「

懇話会

8 月にご寄付を頂いた方
安藤 加代子 様

」

」

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。
かまくらみち

二軒家

当日、直接会場にお越しください。

深谷通信隊

お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

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

汲沢小学校

戸塚高校 文

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

稚

横浜桜陽
高校入口
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文

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

至立場

汲沢中学校

中村三叉路

■■

至立場

横浜新道

横浜桜陽高校
社会福祉法人横浜博萌会

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

平成 28 年１０月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

BEER
GARDEN

夕方より高齢者福祉センターの正面
玄関前に特設会場を作り、用意された
たくさんのビールや、焼き鳥・枝豆・
焼きそば等にご利用者の皆様は舌鼓を
うっておられました。

職員によるギターの演奏を聴きながら、一緒に
歌を歌ってくださる方も多くいました。ご利用
者様からは、「楽しかったよ、ありがとう。」と
のお言葉を頂くことができ、皆さま夏の最後の
イベントを楽しまれたご様子でした。

９月 1 日より、しらゆり園は本入所者のベッドが８床増えることになりました。これまでの
しらゆり園は、男性の利用ベッドが女性に比べて少なく、希望者がなかなか入所できない状
況が長い間続いていました。そこで、今回の増床に伴い、男性の利用ベッドを増やすことで、
少しでも待っている方々が入りやすくなればと考えています。
特別養護老人ホームしらゆり園は、つねに地域の皆様に支えられてここまで歩みを続けて
きました。地域の敬老会やお祭りへの参加、お神輿や獅子舞などに来訪してもらうことで、
ご利用者の皆様は四季や日本の文化を感じながら生活できています。これからも、地域の中
に在るしらゆり園をよろしくお願いいたします。
追伸、入所のご相談や施設見学のご希望などあれば、気軽に相談調整課までご連絡下さい。
しらゆり園 相談調整課一同

平成 2８年１０月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

gatu

夏の恒例行事！汲沢デイ夏祭り！
第一部は、ボランティアの方々と一緒に盆踊りを
踊って盛り上がりました！
第二部では、焼きそば・ラムネ・綿あめ・かき氷と
屋台風を楽しんでいただき、射的・魚釣り・ヨーヨー
釣りでは、様々な景品をゲットされ喜ばれていまし
た！夏を感じる行事となりました！

横浜市 高齢者（65 歳以上）予防接種のご案内
10 月になりますと、この時期から流行してくる感染症対策の予防接種としてインフルエ
ンザがあります。子供から高齢者までインフルエンザウィルスに感染することによって起
こる病気です。38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身症状が突然発症し、高齢
者では、肺炎等併発し重症になることがあります。横浜市ではインフルエンザ予防接種を
受ける場合の費用の助成を行っています。実施期間は、H28 年 10 月 1 日から H28 年
12 月 31 日までの間で、協力医療機関にて 2,300 円で接種ができます。
また、成人用肺炎球菌ワクチンも助成の対象です。対象者要件として、過去に一度も、
肺炎球菌ワクチンを接種したことが無く、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、
95 歳、100 歳になる方で、3,000 円で接種できます。実施期間は H28 年 7 月 1 日か
ら H29 年３月 31 日となっています。
世帯全員が市民税非課税、生活保護を受けている場合は接種費用が免除されます。必要
な書類がある為、詳しくは担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

