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ふれあい交流

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
■ほほえみステーション
２０１６年
平成２８年

8 月号

～地域と共に歩む～

無料

障がいをお持ちのお子さんを育てられてい
る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！

9 月 19 日（祝）は「敬老の
日」です。9 月は各自治会町内
会を始め老人クラブ等では
様々なお祝いの催し物が開催
されます。
汲沢地区、北汲沢地区で開催
される「敬老の集い」は右記の
予定となっています。変更等が
あるかもしれませんので各自
治会町内会役員、または各地域
の民生委員の皆さんにお問合
せ下さい。

午前 10 時～12 時
場 所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム

★釉薬掛け、本焼きは当方で行います

■日時：9 月 4 日（日）10 時から（予定）
■会場：こばと幼稚園（体育館）■77 歳以上
■対象町内会：汲沢町内会、汲沢西団地自治会、
ぐみさわ東ハイツ自治会、さつき町内会、
大久保自治会、ライオンズ戸塚第 3 自治会

■日時：9 月 17 日（土）10 時から（予定）
■会場：葛野小学校（体育館）■70 歳以上
■対象町内会：富士見町内会、東明西町内会、
東明東町内会、新生自治会、六郎丸町内会

汲沢地域ケアプラザ 地域係

045-861-1727

７月２日(土)
汲沢地区社会福祉協議会主催で
「七夕まつり」が
こばと幼稚園で開催されました。
当日は地域の小学生からご高齢の方まで 100
名を超える皆さんが参加されました。民生児童委
員を始め子ども会や青少年指導員の皆さんも協力
しながら開催されています。また汲沢中学校 V メ
イトの皆さんもボランティアとして参加されてい
ます。皆さん世代を超えて楽しまれていました。
特大の笹はその後ケアプラザに
飾らせて頂きました。

●申し込み書はケアプラザにありま
す（パソコンやスマートフォンでも
お申し込み可能です）
●これから各地区で開催される「ウォ
ーキング大会」でも活用できます！
汲沢地域ケアプラザに
歩数計リーダーあります。
よこはまウォーキングポイント事業事務局

貸出しできます！

新刊本が入りました！
汲沢地域ケアプラザ１階の図書コーナーには、３５００冊の図書を
揃えています。大きな活字の大活字本もおすすめ。ぜひ気軽にお立
ち寄り下さい。貸出は１階窓口で登録を！！

●羊と鋼の森
●
●永い言い訳
●
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宮下奈都
住野よる
西川美和
川口俊和

★ 絵本 ★★★★★★
●たべもんどう / 鈴木のりたけ
●こうじのくるま/ コヨセ ジュンジ
●とけいのほん / まつい のりこ

ゲゲゲの女房
より

●

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
主催 踊場地区センター 共催 踊場地区老人クラブ連合会 汲沢地域ケアプラザ

体力がある今のうちに、身の回りを整理することで、
生活が前向きに輝いてきます。
●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

講師：一般社団法人 日本クオリティオブライフ協会スタッフ

無料

定員：３0 名

高齢者福祉センターに寄せられた苦情・相談などの報告

地域ケアプラザ
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職員の対応

【主な苦情等相談内容】
請求の件で連絡をもらった際に、とても横柄で
事務的な対応であったため、今後の支援を他の
事業所に変えたい。
⇒ご本人様宅へ訪問しお詫びをいたしました。
職員に対しては指導をしていくことと、今後は
込み入った内容の説明を行う場合には、できる
だけ訪問をして対応を行うことにいたします。

サービス内容

平成 2８年４月～６月までの苦情等は、
以下の１件でした。

対応結果

解決

未解決

皆様の貴重なご意見・ご指摘ありがとうございました。

●

■汲沢地域ケアプラザ８月の予定
遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

毎週水曜日

１０:００～１２:００

★印のプログラムは申込みが終了しています
6（土)

夏休み陶芸教室★

10:0０～１２:００

20（土）２7(土)

かいごカフェ

お休み

トンとん★

お休み

やきものさろん

お休み

ぐみざわ倶楽部★

お休み
19(金)

どれみの森のおともだち★

日時：８月９日(火)、８月 23 日(火)
9 月 13 日(火)、９月 27 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

◇８月はお休みです
◇９月９日（金）１３時～１４時３０分
「 歌声喫茶 」
※事前の申し込みなしで、当日直接来所
ください。参加費は無料！
初めてのかた大歓迎です。
お問い合わせは包括支援センターまで
電話 861-5463

10:3０～１２:００

●８月１日（月）午後～８月 31 日（水）午前
「ご利用者作品」展 しらゆり園３階
●９月１日（木）午後～９月３０日（金）午前
「書道作品」展
書道羊雲会
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、貸出しもできます。。
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

6 月にご寄付を頂いた方
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
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踊場交番

至横浜

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

長後街道

高木玲子様、森美智江様
ありがとうございます。ご利用の皆様の
ために有効に活用させて頂きます。

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 8 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

こちらは近場への外出。アイスを食べたい
というご利用者のリクエストに応えて、イ
トーヨーカドーへ買い物に行ったついで
にアイスをみんなで食べてきました。
「おいしいね」とみなさん残さずに召し上
がっていたのが印象的でした。

平成 2８年８月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

＜外出レク＞ （５月９日～３０日）
どっちがいいかしら～？
ボランティアさんが一緒に参
加してくださり、楽しく安心
して買い物を行うことが出来
ました。参加して下さったボ
ランティアさん、本当にあり
がとうございました。

迷っちゃう～

＜パンケーキ風＞

（６月１２日～１８日）
好きな物を
盛り付けて

食欲アップ！

男だって

甘い物が

大好き！

自 宅 で看 取 るということ
自宅で最期まで生活したいという方に、在宅の介護保険サー
ビスがあります。
先日、ご主人が末期がんで在宅での看取りを選択されたご夫婦
（共に８０歳代）がおられました。長男様ご家族と同居でした
が、ご本人は、奥様に世話をして欲しいと希望されていました。
抗がん剤治療も効果なく、痛みのコントロールが主になり、起き上がる体力も限界でした。
往診は週に１回、訪問看護師は 2 日に 1 回は様子を見にいきました。
ある日の午後ケアマネジャーが訪問した時、室内を爽やかな風が吹き抜け、ご本人はベッ
トの上で寝息をたててお昼寝をされていました。奥様は、
「自分は小柄で腰痛があるので、お
むつ交換が大変。ご本人は、夜は痛みの為に唸っている事もあって心配。又、食事はほとん
ど摂れず、水分が少しである・・・」といった苦労話をされその後「でも、私頑張るから大
丈夫！」と自宅で看取る覚悟が揺らぎませんでした。そのような日々が 2 週間余り続いた後、
奥様が異変に気付かれ、家族を呼び集めて最後を迎えられたそうです。
ケアマネジャーのご相談は、０４５－８６１－１７２７へ

