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Ｍ

集 まれ ！
妊婦さん!
新米ママさん!

出産を控えている妊婦さんは不安や疑問などを、
新米ママさんも育児について話を聞けるチャンスです！

5 月25 日（水）・ 6 月29 日（水）・ 7 月27 日（水）

５/25(水)は
助産師さんが来ます

※時間はいずれも 13:00～14: 30
6/29(水)は
◆場所：汲沢地域ケアプラザ
保育士による
多目的ホール
◆対象：出産を控えている方、
ベビーマッサージ教室
10 か月までのお子さんとお母さん
※共に第１子に限ります。

参加者募集中！
●お申込み・お問合せは

電話 861-1727

・おもちゃ作り
・手遊びや絵本の読み聞かせ

無料

※都合により予定は変更する場合があります
汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

新所長のごあいさつ
障がいのあるお子さん
とご両親を対象にした粘
土遊び教室です。作品を作
りながら、おしゃべりをし
てほっこりした時間を過
ごしませんか！親御さん
同士の交流や情報交換の
集いの場としてどうぞ！
日時：５/21（土）、7/16（土）、9/17（土）
11/19（土）、１/21（土）、３/18（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
参加費：無料

●お問合せ・お申込みは 電話 861-1727

私は以前、西横浜国際総合病院でソ
ーシャルワーカー、ケアマネジャーと
して勤務しておりました。この度ご縁
がありまして、再びこの戸塚区に戻っ
て参りました。汲沢地域ケアプラザの
職員として地域の福祉に貢献していき
たいと存じます。ご指導、ご督励のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。
小松 淳子

３月 23 日（水）
高齢者福祉センターで
防災訓練を実施しました

防

災

訓

練

ボランティアルームに負傷者が２名取り残されている
との想定のもと、出火場所を地下の厨房として、デイサ
ービス利用者、貸館の利用者などが施設の外へ避難
し、負傷者の手当て等を実施しました。
横浜桜陽高校の生徒さんも応援に駆け
付けて皆無事に避難を終了しました。
田村深谷消防出張所の所長より、
「回数を重ねるごとに動きがスム
ーズになっている、概ね 10 分以内
で消防隊が到着するので、速やかに
情報を整理し消防隊に伝えてほし
い」との指導を頂きました。
後半は消火器を使った初期消火
訓練を実施しました。万が一の場合
にも、被害を最小限にとどめるよ
う、職員皆、真剣に訓練に取り組み
ました。
これからも消防署の指摘を真摯
に受け止め、万が一災害が発生した
時に、利用者と職員の全員が安全で
無事に避難できるよう、皆で真剣に
訓練に臨まなければいけないと、つ
くづく考えさせられる訓練となり
ました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

場所：汲沢地域ケアプラザ
１階 多目的ホール

協

介護されている方同士の、交流・
情報交換
の場として 「
かいごカフェ」を開きます。ミニ講座
や歌声喫茶等のほか、懇談の場もたっぷり！

6/10、 7/8、 9/9、 10/14、 11/11、 12/9、 2/10、 3/10
（６月・10 月はミニ講座、９月・12 月は歌のお楽しみ）

辛いことや、やりきれない思いも吐き出して、
笑顔でリフレッシュしましょう。
男性の方もお気軽にご参加ください。

第 2 金曜日 13 時~14 時 30 分

毎月 第 2 金曜日
13 時~14 時 30 分
（力6/10、
医 7/8、 9/9、
10/14、 11/11、 1/29、
2/10、 3/10 ）

健 康 相 談
６月・10 月はミニ講座、
９月・12 月は歌のお楽しみ・・・

健康に関する相談を、
三宅院長がケアプラザにて
場所：汲沢地域ケアプラザ
出張相談します。日程は変更になる場合がござい
ますので、事前にご連絡ください。
１階 多目的ホール

相談時間：13:00～13:30
5/10（火）、５/24（火）、
6/28（火）、7/26（火）

※7/12（火）は踊場地区センターで
ミニ健康講座と相談会を行います。

汲沢地域ケアプラザ

連絡先：汲沢地域ケアプラザ
地域包括支援センター

電 話：８６１－５４６３

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ５月の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

毎週水曜日

★印のプログラムは申込みが終了しています

１０:００～１２:００

お休み

かいごカフェ

陶芸教室★

７日（土）
９:３０～１２:００
１４日（土）

トンとん★

お休み

やきもの遊び

21日（土）

１０:００～１２:００

ぐみさわ倶楽部★

１６日（月）

１３:３０～１５:３０

ビーズ教室★

１４（土)
１７（火）２４(火)

１３:３０～１６:００

どれみの森のおともだち★

２０日（金）

１０:３０～１２:００

高齢者福祉センターに寄せられた苦情・相談などの報告
平成 2８年 1 月～３月までの苦情等は、以下の１件でした。
施設出入り口から車が急に出てきて危な

決

未解決

【主な苦情等相談内容】

解

その他

職員の対応

サービス内容

対応結果

い。消防小屋が死角となり歩行者が見えな
いようですが、事故が起こる前に何か対応

地域ケアプラザ
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をしてほしい。

しらゆり園
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⇒職員へは施設から車で出る際に、左右確

ほほえみステーション
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認と一時停止を徹底するように指導いた
します。停止線を引くことについては区と
協議し進めたいと考えております。

皆様の貴重なご意見・ご指摘ありがとうございました。

3 月にご寄付を頂いた方
大滝

正雄

様

ありがとうございます。
ご利用の皆様の為に有効に活用させて頂きます。

かまくらみち

二軒家
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

戸塚高校 文

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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長後街道

５/１（日）午後～５/１５（日）午前
「高齢者福祉センター紹介」展
５/１６（月）午前～５/３１（火）午前
「風景と花」展
碇 睦子氏
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。

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

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

H28 年 5 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

しらゆり園では
「 食 」を
大切にしています。

一年を通し、季節ごとに様々な行事を行っています。

しらゆり園では、４月にご家族と一緒に味わう「すき焼きパーティー」、５月

に開所記念の餅つき大会、７月にぐみざわ納涼祭、10 月に家族で楽しむ
「バイキング」、11 月に地元のお寿司屋さんの協力で「お寿司パーティー」など、
ご家族や地域の皆様と季節感や「食」を豊かに楽しませて頂いております。
この季節にはボランティア「竹の会」さんが敷地
内の筍を掘ってくださり、地元の方からは、収穫さ
れた筍や冬瓜を頂戴することがあります。
その新鮮な季節の食材の調理担当は、開所以来の
厨房スタッフ「ニチダン」の皆さんです。会社理念
は〝味と真心で社会に奉仕する“です。
○会社の理念に基づき、美味しく安全な食事を作り
お客様に喜んでいただくこと
○清潔な環境のもとで真心を込めて料理したもの
を、真心のこもったサービスで奉仕すること
を毎朝全員で唱和しています。
食事を「清潔な環境で美味しく安全に」、
「毎日基
本に返ることで一定の品質保持」に努めています。
厨房スタッフとは主に、日々の予定や献立の確
認、業務の改善など、意見交換を行っています。
食生活委員会にも出席してもらい、ご利用者のため
に何ができるかを率直に話し合います。新しい企画
への取り組みにも前向きに進めることができ、施設
のスタッフとも良い連携が作れています。
ご利用者おひとりおひとりの健康上で必要な食
事の対応や食形態の工夫をはじめ、生活に潤いを感
じ喜んでもらえるようにと、一緒にチャレンジして
きた頼りになる仲間です。
栄養課

管理栄養士

林

H2８年５月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

汲沢デイの恒例行事！みなさんが楽しみに
されているランチバイキング！お好きな食べ
物を好きなだけ取ってもらい楽しみました！

デイサービス利用中の様子や普段の生活の様子など、ご家族の
方々と情報交換。ランチバイキングも楽しみました！

横浜市特別養護老人ホーム入退所指針改定
H２８年４月から、横浜市の特別養護老人ホームの入退所指針の見直しが行われました。
育児や就労をしながら親の介護をするといった複数の困難を同時に背負う方が、今後増加し
ていくことが考えられます。
① こうした状況に直面する方の負担を軽減できるよう、「主たる介護者である家族の状況」
を重視する為、見直しが行われました。
※ 点数の見直しにより、既に申し込みをしている方も順位が変わることがあります。
② 育児・就労等で介護が困難な方について、特例入所要件に具体的に追記します。
※ 単身世帯又は同居家族が高齢・病弱である若しくは育児・就労等により、家族等による
支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
施設の入所待ち者数などは、『高齢者施設・住まいの相談センター』045-342-8866（土日
祝休）、申込みについては担当のケアマネジャーにご相談下さい。
汲沢地域ケアプラザ ケアマネジャー（０４５－８６１－１７２７）へご相談下さい。

