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■
■特別養護老人ホーム
■

２０１６年
平成２８年
子育て支援自主事業

どれみの森のお友達は
音楽遊びを通して、
親子でスキンシップ！
お友達と遊びながら
お母さんにもお友達ができちゃう！
お父さんや
おばあちゃん
おじいちゃんの
参加もOK！の
どれみの森です

毎月第３金曜日
午前 10:30～12 時(４月・３月を除く)
5/20、 6/17、 7/15、 ８/19、 9/16、
10/21、11/18、 12/16、 1/20、 ２/17、

対 象 ：2 才～4 才児の未就園児とその保護者
※4 月 1 日現在、2 才に達しているお子様
場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
参加費：2000 円(全 10 回/行事用保険代含む)
定 員 ：20 組 40 名
※応募多数の場合は抽選となります
講 師 ：武村祐子先生 (リトミック指導/幼稚園教員免許証有)
申込受付期間：3 月 1 日(火)から 4 月３日(日)まで

高齢者支援事業

毎月第 3 月曜日の午後のひとときを、美味しいお茶と
戸塚ならではの銘菓を囲み、健康体操・工作・園芸など
楽しい催しに皆様と一緒に参加してみませんか。
概ね 65 歳以上で、ご本人の足でケアプラザまで
来られる方を募集します。

毎月 第

月曜日 午後

●場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
●参加費：材料費等
●定 員：30 名（男女問わず）
●申込受付期間：

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

作品の形作りから釉薬掛けまで通して
体験していただく教室です。
初めての方も大歓迎！お気軽にお申込み下さい。
■日程
４月 ２日（土）形成
４月 ９日（土）削り
５月 ７日（土）釉薬掛け
５月 14 日（土）作品評会

■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
■募集人数：20 名 ※先着順

★★お問合せ申し込みは３月１日（火）より★★
北汲沢地区連合町内会
北汲沢地区社会福祉協議会
戸塚消防署 汲沢地域ケアプラザ

北汲沢地区

北汲沢地区主催「統一防災訓練」が
開催されました。当日は 150 名を超
える住民の皆さんが集まり、AED 訓
練をはじめ煙体験や車いす研修等の
訓練を行いました。ケアプラザは地区
社会福祉協議会の皆さんと一緒に「車
いす体験」を担当しました。多くの住
民の皆さんに「車いす」を知って頂く
機会になり、坂道や段差を体験された
皆さんからは「車いすは大変」、
「いい機会になった」といった
声が聞かれました。

北汲沢地区社会福祉協議会

汲沢中学校において、1 年生を対象に福祉講座が実施され
ました。その中でケアプラザは北汲沢地区社会福祉協議会の
皆さんと一緒に「車いす研修会」を担当しました。
生徒たちは初めて自分で車いすを押してみて、行きたい方向
に行くことの難しさや腕で自走することの大変さを実感し
ていました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

ご利用者アンケートに
ご協力ありがとうござました
今年度もより快適に利用しやすいケアプラザの運営を目的としたご利用者様
アンケートを実施しました。合計で２１６名（地域５５、包括１３、介護予防
２７、居宅５８、デイ６３）の方々からケアプラザへのご意見、要望等を頂き
ました。その中で代表的なものを幾つか報告させて頂きます。

問 施設は快適に利用できていますか？

意見：お昼ごはんを食べる場所があるので良い。
説明：館

意見 会議資料の印刷時に利用させていただいています。

説明：図書コーナーには印刷機を常設しています。
製版 1 回 50 円、プリント 1 枚 2 円（※持ち込み 1 円）

要望 こどもが食事をするイスが欲しい。

お願い：多目的ホールについては常備している
パネルマットを使用しての飲食をお願いします。
ケアプラザで実施している自主事業について

意見 （満足）プレママプチママは無料とは思えないクオリティ。
意見 （満足）陶芸教室では先生のアドバイスがとても勉強になります。
説明：

問 貸館の部屋を利用するにあたっての手続きは明確ですか。
意見：電話で予約出来るので便利。

地域包括支援センター・ケアマネジャーに関してのご意見
●ケアプラザ、デイサービス、ケアマネジャー、ショートスティが
それぞれ独立しているのか連携が取れていない感じ。同じ事務所と
思われるが話が通っていない。電話をかけると番号が違うとよく言
われる。
●訪問時に楽しく話すことができてありがたく思っています。
トイレの介助のことで細かい要望をしたところ、次の回か
らすぐに実行して頂きました

今後ともお気づきの点がございましたら、ご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

毎週水曜日

１０:００～１２:００

陶芸教室

５日（土）
９:３０～１２:００
１２日(土）

かいごカフェ

11日（金）

１３:００～１４:３０

トンとん

５日（土）

１１:００～１４:００

やきもの遊び

1９日（土）

１０:００～１２:００

ぐみさわ倶楽部★

１４日（月）

１３:３０～１５:３０

ビーズ教室★

１５（火）２２(火)

１３:３０～１６:００

どれみの森のおともだち★

1８日（金）

１０:３０～１２:００

１２（土)

日時：3/22(火)
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

３/１（火）午後～３/３１（木）午前
「切り絵チーム」展
西山 俊克 氏
４/1（金）午後～４/３０（土）午前
「デジタル写真＆パッチワーク」展
竹の子会
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。
◇４月 8 日(金)13 時～１４：３０分

開

館：９時～２１時
（日・祝：１７時まで）

お花見・懇話会

当日直接来所ください。参加費は無料！

貸し出し：２週間、３冊まで
★貸出しには登録が必要です

◇５月はお休みです。
かまくらみち

二軒家

お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

深谷通信隊

踊場地区
センター

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

E メール soumu@hakuhoukai.jp

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

ヤマダ
電 気

プライマル
シティ

至戸塚駅
至横浜

文

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
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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
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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

「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727

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３月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

ショートステイ（短期入所生活介護）のご利用案内
しらゆり園では、ショートステイ定員 16 名の利用枠で介護保険の要
介護、要支援の認定を受けた方を対象にサービスを提供しています。
介護・看護スタッフによる食事・排泄・入浴等の日常生活上の支援や
健康管理等のサービスを提供いたします。また、レクレーション・体操
などの余暇活動を行い、安心・安全な生活が送れるような支援を心がけ
ています。
例えば、食事は利用者の状態に合わせた食事（常食～ゼリー食）の提
供と見守りや介助を行います。排泄に関しては、おむつ交換・トイレ誘
導・ポータブルトイレの使用と自宅の生活に沿った対応をしています。
また、入浴はその時の状況（状態）に応じて一般浴や機械浴での提供を
させていただきます。
併せて、利用時の送迎も専門スタッフを配置して自宅から施設ま
で責任をもって提供させていただきます。
一人暮らしなどで一時的に介護を必要とする方、普段介護されて
いる方の旅行・冠婚葬祭・病気・入院等の急な介護や休養を必要
とする場合等、理由は問いませんので担当のケアマネジャーに相
談してください。
見学も承っていますのでお気軽にお問合せください。

●お問合せ先/しらゆり園相談調整課：電話 045－861－1112

平成２７年度 利用者アンケートを終えて
10 月～11 月にかけて、ヘルパーへのご意見・ご要望を中心に
アンケートを実施し以下のような回答をいただきました。
●回りの事が頼めない点（例えば窓ガラス拭き等）がもの足りません。
●ヘルパーさんの人柄も内容も満足しています。ただもう少し時間が欲しいと思います。
●買い物・掃除など、あと 30 分ほどあれば助かります。頼んだ事が終わらなくても時間が
くれば帰ってしまうので困ります。私の我儘でしょう。きりがありません。
●老いてくると気持ちだけで体の方が自由になりません。ヘルパーさん、どうか老人を楽し
ませ労わって下さい。皆さんずっと待っておられると思います。
●週１時間２人のヘルパーさんに家事を手伝ってもらっています。ありがとうございます。
等でした。

H２８年３月号

最近では、
豆まきの掛け声を
聞くことも
少なくなってきましたが、
デイでは今年も厄払いで

笑顔で

ハイ！チーズ！

施設紹介

鬼は外！
福は内！

鬼は外！福は内！

節分

最後は鬼と

横浜博萌会 高齢者福祉センター

今年は畑に鬼が出没！

こ れ か ら の 人

利用者さんに合った自助具を
使用して歩いていただいています。

ぜひ、見学にいらして下さい。
お待ちしております。

生

先日、８0 歳代の女性から、『私は 100 歳まで生きようと思っている』と言われました。
この女性は、怪我や不治の病に見舞われましたが、自宅の中でも動く手足で行動し、家事は
夫と分担しながら行っています。子供 3 人は市内に住み、それぞれ家族をもちましたが、行き
来していたお孫さんたちも成人したと話していました。
『悩みはありますか』と聞いたところ、
『
（自分が）いつ死ぬかわからない不安』
『毎日晩酌で
多めの焼酎を飲んで居眠りしている夫に不満』と話しています。
一方で、この女性が『100 まで生きる』と強い語気で断言された時、背中をピシリと打たれ
た衝撃を覚えました。それは、どのように死ぬかを意識すると、どのように生きるかが決定さ
れると言われているからです。
この女性の介護保険サービスは、立ち上がり手すりと週 1 回の看護師の訪問です。外出は通
院（月に 2 回程度）で子供たちが交代で送迎しています。外を自由に歩けない不満も抱かず、
自分でできる事は努力してすると言う姿勢に頭が下がります。
自立支援は誰のものか？ 私事として自問自答しなければなりません。

（ケアプランのご相談は、０４５－８６１－１７２７ ケアマネジャーへ）

