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■
■特別養護老人ホーム
■

２０１６年
平成２８年

平和台
町内会館で

高齢者の健康づくりを
５月 から毎 月 １回 開催します。

平和台町内会と老人クラブ峰友会のご協力のもと「元気は
つらつ・いきいき人生」にむけて、介護予防教室を開催しま
す。概ね 65 歳以上で平和台町内会館に直接お越
しいただける方なら、どなたでも参加できます。
また、健康づくりは４０歳代からとも言われ
ています。一緒にご自身の健康づくりを楽しみ
ながら、お手伝いしてくださる方〈ボランティア〉
を募集しています。

◆日時：５月～毎月１回、月曜日
13 時 30 分～15 時 30 分

５月３０日、６月６日、７月４日、
(８月はお休み)９月５日、１０月３日、
１１月７日、１２月５日、１月１６日、
(２月、３月は皆様の意見を聞いて検討)

◆会場：平和台町内会館
◆会費：無料
◆募集人数：３０名：先着順
◆内容 講座：健康づくりで大切なこと、
お口の健康、栄養の話、体力測定、
認知症予防、ハマトレ体操、個別相談
平和台町内会主催・汲沢地域ケアプラザ共催・老人クラブ峰友会後援

２/21（日）に平和台町内会主催で
「老前整理」講座が開催されました
当日は、地域住民の方５６名が参加され、熱心にメモを取りながらお話を聞いていました。
老前整理とは、自分らしくキラめいて生きるための準備をすることです。まずは、毎日①体重を図る②使ったお金
を集計する③ありがとうを１０回言う。この３つの行動から始めることでいい
習慣を身につけます。次に整理整頓作業は人生の棚卸です。なりたい自分
をイメージしその未来が決まると今しなくてはならないことが見えてきます。
１日１５分狭いところから行う等、具体的な方法やポイントを
たくさん教えていただき、とても楽しく分かりやすい内容でした。

●お問合わせ・お申込みは

汲沢地域ケアプラザ 地域包括支援センター： 電話 045-861-5463
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東 日 本 大 震 災 の一 日 も早 い
生 活 全 般 にわたる復 興 をお祈 り申 し上 げます
私たちはあの震災を通して

日本人の「
助け合い」
と

「
感謝」
の心を確信しました。

（小学校・中学校）

５年経った今・
・
この震災を

広域避難場所

決して風化させることなく

一時避難場所

未 来 へと語 り継 いでいき たいという

いっとき

思いは繋がっています。

年前の震災当日は、関東
地方でも大きな揺れを記録
し、停電や火災等、様々な被
害が出ました。また災害時に
は、隣近所や地域での繋がり
が非常に大切であることが
再認識されました。この震災
を機に住んでいる町内会や
自治会、また地域の防災につ
いて確認してみましょう。
5

周囲の様子を見たり、次の避難場所に
移動する前に一時的に集まる場所です。
予め自治会・町内会で定めている地域

大規模な火災が発生した場合、熱や煙から身を守る為に、
火災がおさまるまで一時的に避難する場所です。
（旧深谷通信所・横浜市消防訓練センター）
家屋の倒壊や焼失などにより自宅での生活が困難に
なった時に、一時的に避難生活をする場所です。
地域の皆さんが中心となり、学校や行政と連携して運
営を行います。また、食糧・救援物資の配布や生活情
報の提供、家族の安否確認などを行う場所です。

地域防災
拠点

該当する
町名・番地

汲沢町
汲沢小学校

汲沢３丁目～
５丁目、８丁目

該当する自治会・町内会
・汲沢町内会の一部 ・富士見町内会 ・大丸自治会
・平和台町内会 ・ぐみざわ東ハイツ自治会
・ぐみさわなか団地自治会 ・東明東町内会
・ライオンズマンション戸塚第３自治会
・ライオンズガーデン戸塚自治会 など

東汲沢小学校

汲沢町、
・平台町内会 ・県営汲沢団地自治会 ・明和会
汲沢１丁目、戸塚町 ・汲沢警察公舎自治会 ・東急汲沢台自治会 など

汲沢中学校

汲沢町、
汲沢６丁目
汲沢７丁目

戸塚中学校

汲沢２丁目、
８丁目、戸塚町

・東明西町内会

・新生自治会

・大久保自治会

・汲沢さつき町内会

・汲沢西団地自治会

・六郎丸町内会

・汲沢町内会の一部

など

・踊場町内会 ・東明会 ・新明会
・戸塚富士見丘ハイツ自治会 ・プライマルシティ自治会
・くみさわハイツ自治会 など

※上記の自治会・町内会名は必ずしも町名・番地と一致していない場合もあります。また、記載さ
れている自治会・町内会に所属されていない方や地域も対象になります。
※地域防災拠点は必ずしも決められた場所に避難しなければならないわけではありません。
あくまでも目安として下さい。
■大火災が発生したら、旧深谷通信所・横浜市消防訓練センター（広域避難場所）へ一時的に避難を！

2 月 14 日(日)踊場地区センターで「踊場地区セ
ンターまつり」が開催されました。昨年度に引き続
き「とつかハートプラン地区別計画推進委員会」と
して踊場・北汲沢地区を中心に「みんなで地域を知
ろう！コーナー」を実施しました。
地域活動を紹介したパネル展、大きな地図のガリ
バーマップコーナー、保健活動推進員の皆さんによる
「健康測定コーナー」
、戸塚高校定時制美術部と
戸塚高校マンガ研究会によるイラスト展も実施し
ました。
来場された方からは「地域に関心を持つ機会になっ
た」という声が多く聞かれていました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

■汲沢地域ケアプラザ４月の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム
かいごカフェ

毎週水曜日

１０:００～１２:００

陶芸教室★

8日（金）

１３:００～１４:３０

トンとん★

お休み

やきもの遊び
９（土)

ビーズ教室★

★印のプログラムは申込みが終了しています

１３:３０～１６:００

１９（火）２６(火)

2日（土）
9日（土）

９:３０～１２:００

お休み

ぐみさわ倶楽部★

１８日（月）

１３:３０～１５:３０

お休み

どれみの森のおともだち★

3 月 8 日（火）踊場地区センターにて

開催しました

ケアプラザ協力医の三宅医師による
「血圧について」健康講座を開催しました。
「コレステロールと高血圧」、
「アルコールと
血圧」、
「風呂場での血圧」についてお話し頂
きました。また質問コーナーでは丁寧にお答
え頂きました。

◆４月８日（金）13 時～14：30 無料
お花見・懇談会 当日直接ご来所下さい。
◆５月はお休み
お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

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。

所長より退任のご挨拶
●日時：４/２６(火)、５/１０・２４(火)
いずれも 13：00～13：30
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

私 神鳥博道はこの度３月 31 日をもちまし
て、地域ケアプラザ所長を退任いたしました。
３年間という短い時間ではありましたが、多く
の人との出会いに恵まれましたことに感謝し
ています。本当にありがとうございました。
なお後任として４月１日から小松淳子が就任いた
しました。今後ともよろしくお願い致します。

2 月にご寄付を頂いた方
碇

龍

かまくらみち

二軒家

様

深谷通信隊

汲沢中学校

汲沢小学校

戸塚高校 文

中村三叉路

■■

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

E メール soumu@hakuhoukai.jp

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
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

H28 年 4 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

ボランティア交流会
(日)

ボランティアの
みなさまとの交流と、感謝の気持ちをこめまして、
交流会を行いました。

今年はボランティアさん２１名が参
加され、ご利用者、職員とで和気あい
あいと行われました。皆様にはパンケ
ーキを作っていただき、お好きなトッ
ピングをのせてご利用者と一緒に
楽しんで頂きました。
会の中ほどでは、
「ヤールズ」さんによる沖縄
音楽と踊りを披露して頂き
ました。素晴らしい音色と
歌声に皆様酔いしれていま
した♪

ボランティアさんが
いろいろな活動をされています

●リネン交換 ●清掃 ●傾聴 ●整容 ●書道 ●日本舞踊
●喫茶準備誘導 ●車椅子整備 ●アロマ（ハンドマッサージ）
●美顔 ●洗濯物配り ●お誕生日会の催し 等
※ご興味がある方は、お気軽にお問合せ下さい。

ホームヘルプサービスの中の、横浜市移動支援サービスと
障がい者自立支援サービス（障がい者総合支援法）についてご紹介します。
ほほえみでは、移動支援サービス（移動介護支援・通学通所支援）を利用される方が多い現
状です。土曜・日曜・祝日の外出を支援させていただく移動支援、ご自宅やグループホームか
ら作業所や学校に通う支援をさせていただく通学通所支援。外出支援では、カラオケやボウリ
ング、買い物の付添い、電車に乗って浅草・小田原・お台場等の遠出、江の島めぐりなど、ご
希望により４～６時間ほどを一緒に過ごします。また、通学・通所支援では３０分～１時間の
短い時間ですが、平日にバスを乗り継ぎ作業所までご一緒させていただきます。移動支援のご
利用者は男性の方がやや多めです。年齢は小学生～５０代と幅広い年代の方にお会いします。
障がい者自立支援では、身体介護や家事支援をする居宅介護、視覚障害のある方の同行支援。
ヘルパー達も、支援のための資格取得など、ステップアップを心掛けながら頑張っています。
これから暖かくなる季節、外出の楽しみも広がるのではと楽しみにしています。
障がい者自立サービスのお問い合わせは、８６１－１４３１へ

H2８年４月号

～お好み焼き作り～

横浜博萌会 高齢者福祉センター

利用者さんに好評の料理レク！昔を思い
出して包丁さばきも冴えわたりました。
男性も慣れた手つきでトン・トン・トン！
最後は、あまりの美味しさに笑顔！

施設紹介

～音楽療法士による生演奏～
皆で作ったお好み焼きにうっとり
※専門の音学療法士によるも
ので、楽しく歌って体を動か
しています！

専門の音楽療法士の指導で、昔懐か
しい童謡や歌謡曲などを、楽しく歌った
り身体を動かしています♪

是非一度見学に来て下さい。
お待ちしております！

ぜひ一度見学に来てください。
お待ちしております。

H28.3.1ＪＲ東海と認知症高齢者事故訴訟を考える
事故は平成１９年１２月。要介護４の男性（当時９1 歳）が当時８５歳の妻が目を離した隙
に外出して、線路内徘徊となり事故が発生し本人は死亡。JR 東海は、事故後の振り替え輸送
などに要した費用 720 万円を損害賠償請求したものでした。
1 審名古屋地裁では、JR 東海の請求通り 2 人に 720 万円の賠償を命じました。2 審名古
屋高裁では、長男は 20 年以上別居しており監督者に該当しないとして、妻の責任を認定し
359 万円の賠償を命じました。更に最高裁では、
『認知症介護は家族の犠牲と負担で成り立っ
ている。その中で家族に監督責任を負わせれば、負担は一層過酷になると家族は請求棄却を求
め、JR は 2 人に監督者としての責任ありと訴えていました。
事故から 8 年余りが経過した３月 1 日、最高裁は家族に監督責任なしと結審ました。私達
ケアマネジャーにとっても、関心事の判決でした。また、8 年前と現在では徘徊の発生件数や、
高齢者による車の運転事故も格段に増えています。誰もが加害者被害者になり得る事にどう対
処するのか、高齢化社会の課題でもあります。 ケアプランのご相談は、８６１－１７２7 へ

