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後日、創立
20

周年の 記｢念特集号 を｣

発刊予定です。

20周年

老 前 整 理
汲沢地区社会福祉協議会 西横浜国際総合病院 汲沢地域ケアプラザ共催

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
●残すべきモノ・コトが見えてくる

●これからの生活を楽しく暮らしたい
●エンディングノートを使って考えます

6 月 11 日 (日)10:00 ～ 12:00
汲沢地域ケアプラザ多目的ホール

定員：先着３0

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

名

無料

申し込み・お問合せは 汲沢地域ケアプラザ・地域係 電話 045-861-1727

回覧

ボランティアルーム
ケアプラザ１Ｆのボランティアルームは、多目的ホール
や地域ケアルームと同様に部屋の貸出を行っています。
印刷機や紙折機も設置しており、どなたでもご利用頂け
ますので、どうぞご活用下さい。（印刷機は有料）

図書コーナー
ボランティアルームに併設する図書コーナーには、
一般書から絵本まで 3500 冊の図書を揃え、貸出
しています。大きな字で読みやすい「大活字本」も
お薦め。散歩の途中でひと息入れませんか。お子様
連れも大歓迎！お気軽にお立ち寄りください。

「九十歳。何がめでたい」 佐藤愛子
「ママの涙」 くわばたりえ 「ここにいます」 コンドウアキ
「自閉症の僕が跳びはねる理由」 東田直樹 など

お知らせ

多目的ホール前の

コピー機 を リニューアル しました
1F 多目的ホール前のコピー機をリニューアルしました。領収証が必要、使い方がわかり
にくい時等はお気軽に窓口へお声がけ下さい。コピー代(１枚）は白黒１０円、カラー40 円です 。

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。
■日程
6月 3日
6 月 10 日
7月 1日
7月 8日

●

形成
削り
釉薬掛け
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
■
：20 名 ※先着順

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

協

力

医

健 康 相 談

健康に関する相談を三宅院長がケアプラザにて
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。

相談時間：13:00 ～ 13:30
.

５／ ９（火）、 ６／２７（火）、７／２５（火）、 ８／ ８（火）
８／２２（火）、 ９／１２（火）、９／２６（火）、１０／１０（火）
１１／２１（火）、１２／１２（火）、１／２３（火）、
２／１３（火）、 ３／１３（火）、３／２７（火）

知って役立つ

ミニ健康講座と相談会
踊場地区センターの協力で、本年度も引き続き
ミニ健康講座と相談会を踊場地区センターで開催します。
予約は不要ですので、どうぞお気軽においで下さい。

７月１１日(火)、１０月２４日(火)、２月２７日(火)
１２時３０分～１３時３０分

汲沢地域ケアプラザ

会場：踊場地区センター

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・しゃべりば
ほっとタイム
かいごカフェ
やきもの遊び

毎週水曜日

★印のプログラムは申込みが終了しています
６日（土）
１３日（土）

10:00～12:00 陶芸教室★
お休み

２０日（土）

どれみの森のお友達★ １９日（金）

9:30～12:00

お休み

とんトン★

10:00～12:00 ぐみさわ倶楽部★

１５日(月） 13:30～15:30

10:30～12:00 プレママ・プチママ集まれ

３１日(水）

13:00～14:30

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 2９年１月～３月までの苦情相談はありませんでした。
皆さまの貴重なご意見等をお寄せください。

日時：５/９(火)、６/２７(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
電話：861-5463

かいごカフェ
介護をされている方、日頃の思いや
悩みを話したり､リフレッシュしませんか。
5 月はお休み。
6 月 9 日(金)13 時 00 分～14 時 30 分

５/１（月）～５/１５（月）午前
「似顔絵と似顔絵ぬりえ」展
戸塚似顔絵の会
５/１６日（火）午後～５/３１（水）午前
「心に残る風景」展
小野 清治 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。

3 月にご寄付を頂いた方
松山

恵里子 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

「お薬との上手なお付き合い」

深谷通信隊

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

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
横浜桜陽
高校入口

社会福祉法人横浜博萌会
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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

踊場交番
ヤマダ
電 気

プライマル
シティ

至戸塚駅
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

長後街道

お問い合わせは包括支援センターまで
電話：861-5463

至立場

横浜新道

横浜桜陽高校
ライフ

戸塚警察署

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 29 年５月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

しらゆり園は桜
の木に囲まれてい
て、シーズンにな
ると食堂、廊下、
居室からもきれい
な桜を見ることが
できます。ちょう
ど２階は花と同じ
くらいの高さで、
目の前に広がる満
開の桜はいちだん
ときれいです。
当日はあいにくの雨でしたが、窓から桜
を鑑賞しながら、みんなで甘酒やお菓子を
いただき、歌を歌って楽しみました。

新園長ご挨 拶
日頃より、高齢者福祉センターの運営に対し地域住民の皆様に
は暖かいご支援とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。
このたび 4 月１日付けで「しらゆり園」園長に就任しました
齋藤と申します。当施設には平成 15 年 3 月に着任し 14 年間
介護職員として仕事をさせて頂いておりました。当施設は平成 9
年 5 月の開設以来 20 年間“地域とともに”をスローガンに地
域に開かれ、地域に根ざした施設運営行ってまいりました。
福祉を取り巻く情勢は非常に厳しい環境となっておりますが、
これまで運営に携わってこられた歴代園長の意思をしっかり受
け継ぎ、微力ではございますが努力してまいりますので、ご指
導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
齋 藤
昇

平成 2９年５月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

４月１日～裏の駐車場にて、
お花見をしました！桜を
見ながら甘酒で乾杯！
花笠踊りも行い、
大盛り上がりのお花見
になりました。

ランチバイキングにて食欲アップ！
あったかいおでんと茶碗蒸しをメインに
お好きな物をお好きなだけ！
召し上がっていただきました！
寒さも風邪も吹き飛びました～♥

デイサービスでの様子やお互いに
情報共有・交換を行いました。
ご参加頂きありがとうございました。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内
対 象 者

過去に接種したことがない方で、平成 29 年度中に６５歳
７０歳７５歳８０歳８５歳 90 歳９５歳１００歳になる方

費

3,000 円（生活保護受給・市民税非課税世帯等は自己負担
免除の適用があります）

用

実施期間

平成 29 年 7 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日
平成 29 年４月～6 月に接種した方は助成の対象になりません
対象者の方には 6 月下旬に案内等が送付されます。

※高齢になると、ちょっとした風邪から肺炎になりやすく重症化しやすいものです。
ワクチンで予防しましょう。５年間有効です。詳しくは担当のケアマネジャーへご相談下さい。

汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャー 電 話 ８６１－１７２７

