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■
■特別養護老人ホーム
■
２０１7 年
平成２9 年

健(まさる)会 誕生
いつまでも健康で、この坂道を元気に昇り降りしながら、住み慣れた大久保自治会で暮らし
ていたい。そんな地域の皆さんからの希望がかない、10 月 5 日(木)からスタートします。
もちろん大久保自治会以外の近隣の皆様も参加できます。

日時：第１、第 3 木曜日 10 時 15 分～11 時 45 分
10/５. 10/19. 11/2. 11/16. 12/7. 12/21
1/18. 2/1. 2/15. 3/1. 3/15
会場：特別養護老人ホーム来夢の里(１階来夢ホール)
内容：ロコモ予防体操、脳トレ体操、栄養やお口のケアなど
持物：水分、タオル、運動できる服装と靴

〈お問合せ先〉
汲沢地域ケアプラザ
(地域包括支援センター)

８６１－５４６３

１１/5 （日）

おどりば

10 時～14 時

体験!

屋台♪
・フランクフルト
・焼きそば
・豚汁
・焼いも ほか

●煙体験ハウス
●飲酒体験ゴーグル
●自転車シュミレーション
●健康チェック

ケアプラザの

車イス体験、妊婦体験コーナー

回覧

主催：踊場地区社会福祉協議会 共催：踊場地区連合町内会

汲沢地域ケアプラザにて
11 月下旬に開催！

陶芸
教室

詳しくは次号に掲載します。

参加者募集！

よこはま
シニアボランティア
ポイント登録研修会

作品の形作りから
釉薬掛けまで体験できます。
11/4 (土) 形成
11/11(土) 削り
12/2 (土) 釉薬掛け
12/9 (土) 作品評会
【毎回 9:30～12:00】
●場 所：汲沢地域ケアプラザ
●定 員：20 人
●参加費：2000 円
●お申込み：

よこはまシニアボランティアポイント
横浜市民で 65 歳以上のボランティア
活動を奨励する制度。活動に応じてポ
イントがたまり、年に一度換金が可能。

汲沢地域ケアプラザ地域係

妊婦さんも！新米ママも！不安や疑問を聞く機会です

１０月２５日（水） 手遊びと読み聞かせ、ハロウィン紙バッグ作り
１１月２９日（水） 離乳食講座と試食、キラキラスティック作り
１２月２０日（水） 手遊びと読み聞かせ、クリスマスブーツ作り
毎回
◆場
◆対

所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
象：出産を控えている方、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。

◆お申込み：汲沢地域ケアプラザ地域係
汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催
汲沢地区社会福祉協議会・汲沢地区連合町内会主催

戸塚こばと幼稚園体育館に、７７歳以上の
方が１９９名集まられました。
当日は、戸塚区長はじめ来賓の祝辞に続き、
＂音の出前人″江さし純さんによる歌や尺八、
楽しい岩手弁講座で盛り上がりました。
また、参加者の方が民生委員のインタビューに
応えるかたちで、趣味や元気の秘訣などをお話
しされるなど、みなさん、和やかな雰囲気のな
か楽しいひと時を過ごされていました。

●

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

肺炎について
～高齢者と肺炎球菌性肺炎～
現在の日本において肺炎で亡くなる方は増加傾向にあり、平成２３年には「脳血管疾患」
を抜き、１位「がん」２位「心疾患」につづき日本人死因の第３位となっています。また、
肺炎による死亡者の約９５％は６５歳以上というデータもあります。年齢とともに免疫
力・抵抗力は自然と低下してしまうので、日ごろ元気な方でも高齢になると些細な体調不
良から肺炎に罹りやすくなります。また、急激に重症化することもあるので６５歳以上の
方にとって肺炎は決して軽視できない病気です。

肺炎は細菌やウイルスなどの病原体が肺に
入り感染して起きる肺の炎症で、発熱・咳
や痰・息苦しさ・胸の痛みなどの症状があ
り、重症化すると呼吸不全により死に至り
ます。原因となる細菌やウイルスにはとて
も多くの種類があり、冬場だけでなく季節
を問わず我々の日常生活の場に存在しま
す。勿論、風邪やインフルエンザをきっか
けとする場合もありますが、季節に関係な
く持病の悪化や免疫力の低下、僅かな体調
不良をきっかけに発症する可能性がありま
す。

肺炎に対する予防方法としては、
日々の予防⇒うがい・手洗い・マスクの着
用・口腔内の清潔化など。
免疫力を高める⇒食事や睡眠
など規則正しい生活をする・持
病の治療に務める・禁煙・禁酒
など。

〈お知らせ〉
これに加えワクチン予防接種があります。
高齢者の肺炎のなかで一番多いのは肺炎球菌
という原因菌による肺炎球菌性肺炎です。そこ
でこの肺炎球菌性肺炎を予防する目的で、平成
２６年から肺炎球菌ワクチン定期接種の取り
組みが開始されました（１回の接種で免疫は５
年間有効です）。横浜市においても６５歳以上
の方への助成金を用いた
接種が行われていますので、
例年のインフルエンザ予防
接種に加え接種されること
をお勧めします。

汲沢地域ケアプラザ

～ミニ健康講座と相談会～
日時：１０月２４日〈火〉
１２時３０分～１３時３０分
会場：踊場地区センター〈２階小会議室〉
内容：冬場の健康、他質問会
講師：三宅医院院長先生
参加費：無料
人数：１５名

(先着順)

★三宅先生の健康相談などは次のページを
ご覧ください。

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 10 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

かいごカフェ

13日(金）

13:00～14:30

トンとん★

14日（土） 11:00～14:00

ぐみざわ倶楽部★

１6日（月)

13:30～15:30

25日（水）

1３:00～14:３0

やきものあそび

お休み

どれみの森のお友達★ ２０日（金） 10:30～12:00

日時：１０月１０日（火）
13 時 00 分～13 時 30 分

７日（土）
9:30～12:00
１４日（土）

プレママ・プチママ集まれ

１０月１日（金）午後～31 日（火）

「白峯書道 展」

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 045-861-5463

小原ユミ子氏
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。

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。
◆１０月１３日（金）13:00～14:30
「懇話会」
◆１１月１０日(金)13:00～１4:30
「懇話会」
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

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

8 月にご寄付を頂いた方

久保 孝之 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。

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待
ちしています！担当：地域係（金子、山田）

深谷通信隊

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
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ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■
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かまくらみち

二軒家

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 10 月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

8 月 23 日(水)、恒例のビアガーデンを開催しました。
今年は天候もよく、正面玄関前に特設会場を作り、夕方
涼しくなってきた時間から外へ出てビールに焼き鳥、枝
豆、焼きそばに、皆さん舌鼓をうっておられました。
日が暮れてからは職員による楽器演奏も始まり、皆さん
で歌を唄って盛り上がりました。

《

ヘルパー体験記(障がい者支援編) 》

障がい者の移動支援に携わるようになり 1 年半がたちました。週 3 日は通所支援(作業所
までの送り迎え)、月 2～3 日は移動支援(余暇活動等)を行っています。移動支援では一人で
の外出が困難な方に付き添い、買い物・鎌倉散策・水族館・動物園などご本人の希望に沿っ
て活動します。年齢や性別はもちろん、人混みや騒音が苦手な方、コミュニケーションを図
るのが難しい方など様々な方がいます。私たちはご本人の意思を出来るだけ『理解』するこ
とを心がけ、ヘルパー本位の支援にならないよう努力をしています。
初めは緊張して表情が強張っていた方も何度か一緒に外出することで緊張がほぐれます。
名前を憶えてくれ、手を振りながら駆け寄ってきてくれた時は『楽しみに待っていてくれた
んだなぁ』と、私自身もこころからうれしくなりました。同じ目線で物事を見たり感じたり
共感出来ることが喜びに感じられます。
今後、一人でも多くの方々が社会参加できるよう、また、より充実した余暇を過ごせるよ
う障がい者の支援にかかわっていきたいと思っています。 ヘルパー 廣中 由紀子

平成 2９年 10 月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

祝！１００歳！

デイサービスでは、2 名の方が１００歳になられました！

今年も秋の味覚の「梨」をフル
ーツパーク長後へ採りに行って
きました。
大きく実ったみずみずしい梨を
狩って美味しく頂きました。
季節ものはいいですね～！

横浜市高齢者(65 歳以上)インフルエンザ予防接種のご案内
毎年、冬季に流行る代表的な感染症としてインフルエンザがあります。
横浜市では、インフルエンザ予防接種を受ける場合の費用の助成を行っています。
実施期間は、平成 29 年 10 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日までの間で、
協力医療機関にて 2300 円で接種を受ける事ができます。
生活保護受給・市民税非課税世帯の場合は接種費用が免除されます。
必要な書類があるため、詳しくはお問合せください。
問い合わせ先：横浜市予防接種コールセンター（045-330-8561）
または 担当ケアマネジャーまで

