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平成２９年

★汲沢地区青少年指導員主催・汲沢地域ケアプラザ共催

人形劇＆ハンドベル演奏

★

12 月恒例の『人形劇＆クリスマス会』 を今年も行います！
★

★

無料

いちご座の｢人形劇&ミニマジックショー｣と
みどり会の｢ハンドベル演奏｣で、今年も
楽しいひと時をお届けします。
どうぞお友だちやご家族と
★
いっしょにお出かけください。
皆さんのご参加をお待ちしています。

★
(土・祝)

★

（写真上）人形劇「いちご座」さん
（写真左）ハンドベル演奏
「みどり会」さん

１３：３０～１５：００頃

汲沢地区連合家庭防災連絡員会主催・汲沢地域ケアプラザ共催

地域防災講演会

お申込み不要

もしもの時こそ 女性の視点を大切に！
日時：12 月３日（日）10:00～12:00
場所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール

無料

～ 女性の視点を防災にいかして
だれもが安心できる町と暮らしを！～
☆日頃から保存できる食材を使った
非常食の試食会と、レシピを差し上げます。

●お問合せ：汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

回覧

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
ボランティアに興味のある方
お待ちしています！
日時：11 月 24 日(金)13:00～15:30
場所：汲沢地域ケアプラザ多目的ホール
お申込み：下記、汲沢地域ケアプラザ地域係まで
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
励する制度です。登録施設での活動でポイント
がたまり、年に一度、換金が可能です。

やきもの
あそび
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?
日
時：11/18(土)午前 10 時～12 時
参 加 費：無料
場
所：汲沢地域ケアプラザ
お申込み :下記、汲沢地域ケアプラザ
地域係まで

汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

妊婦さんも新米ママも、
育児の不安や疑問を聞くチャンス！

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まで

汲沢・北汲沢・踊場地区
主任児童委員連絡会「ぐみさん会」

9/29 戸塚高校（定時制）で授業
戸塚高校（定時制）全校生徒さんを対象に
「ぐみさん会」が授業「健康講話」を行いました。
「若い人に伝えたいこと」をテーマとした講演や、
妊婦体験・新生児ベビー体験などを通して、
日頃から主任児童委員の皆さんが
「地域の高校生にこれを伝えたい！」と
考えてきた心のこもったメッセージを伝える
ことが出来た素晴らしい機会になりました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

ぐみざわ地域包括

出張講座
大久保自治会で

〈全３回〉

介護予防教室を開催しました
テーマ

「ロコモ予防について」

歩く力の低下(ロコモ)予防のために、｢ロコモとは｣の講座、
ロコモ度チェック、体力測定、健康体操を実施しました。

000

〈区役所 飯田保健師〉
(体力測定は汲沢地区保健活動推進員協力)

出張講座テーマ(例)
・認知症サポーター養成講座
・健康の話
・脳トレ体操、ハマトレ体操
・老前整理

高齢者福祉センターに寄せらえれた苦情・相談などの報告
平成２９年７月～９月までの苦情等は、以下の４件でした。
【主な苦情等相談内容】
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汲沢地域ケアプラザ

① ケアプラザの車が停まっていて駐車場に
入れない。
⇒状況確認し責任者よりお詫びの連絡をし、
今回のことを職員の間で共有し駐車時の
注意を確認しました。
② 活けた花が枯れたりしている。水をかえて
あげたいが自分ができないのでどなたか
してほしい。
⇒担当を決め、いつも気持ちよくご覧いただ
けるようにして参ります。

地域包括支援センター： 電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 1１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

10日(金）

13:00～14:30

トンとん★

やきものあそび

18日（土） 10:00～12:00

ぐみざわ倶楽部★

20日（月） 13:30～15:30

どれみの森のお友達★

17日（金）

プレママ・プチママ集まれ

29日（水）

10:30～12:00

日時：１１月２１日（火）
13 時 00 分～13 時 30 分

◆１１月１０日（金）13:00～14:30
「懇話会」
◆１２月 ８日(金)13:00～１4:30
「ミニコンサート」
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

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。大活字本や大型絵本等も取り揃えて
いますのでお気軽にご利用下さい。

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
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至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

E メール soumu@hakuhoukai.jp

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp

1３:00～14:３0

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。

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

までお気軽にどうぞ

11:00～14:00

「ご利用者様作品展」

ちしています！担当：地域係（金子、山田）

「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

4日（土）

汲沢地域ケアプラザデイサービス

下記の連絡先までご連絡下さい。ご連絡お待

■■

9:30～12:00

１１月１日（水）午後～3０日（木）午前

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

４日（土）
11日（土）

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 11 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

しらゆり園の看護師の仕事
しらゆり園に看護師がいることはご存知の方は多いと思いますが、普段どん
な仕事をしているのか知っていらっしゃる方は意外と少ないのではないかと
思い、看護師の仕事を紹介させてもらいます。
特別養護老人ホームは介護・日常生活の援助が必要
な高齢者の方が、終の棲家として生活をされている施
設です。しらゆり園には医師は常勤しておらず、週に 2
日程度（精神科・内科それぞれ 1 日）数時間来園し、
薬の調整や体調不良者等の診察を行います。看護師は
常勤している医療職として、介護職員などと連携しな
がら専門的知識・技術をもとに利用者さんの健康管理
を行っています。
病院は「治療をする場所」ですが、施設は「生活をする
場所」です。血液検査や心電図検査など病院にある設備
はありません。その中で看護師はどのように健康管理をしているかといえば、
体温・脈拍・血圧・表情・皮膚の状態・呼吸音・腹部症状などを観察し、その
方の既往歴・現病歴・生活歴や日ごろの身体状況をもとに、すぐ
に病院受診をしたほうがよいのか、医師の来園時診察や薬の調整
をしてもらったほうがよいのか、看護師ができること、介護職が
できることなど様々なことを根拠に基づいて考え、判断し、実践
します。看護師の目・耳・手で何が起きているかを推測する熟練
した技術力・知識力・判断力が求められるのが施設の看護師です。
また、食事や入浴・排泄介助などの日常生活援助は介護職員が中心になって
行っていますが、個々の利用者さんにあった食事形態や食べ方、皮膚のケア方
法、排便の調整などを利用者さんにとって最適な方法を介護職員や時には栄養
士、医師等をまじえて話し合いながらケアを提供しています。その方の生活歴・
価値観・習慣・喜び・誇りなどをもとに「どのようにしたらその人らしくおだ
やかな生活を最期まで送ることができるか」を常に考えながら多職種と連携し
本人、ご家族と共に相談させてもらいながら日々看護を行っています。
しらゆり園には現在看護師は 8 名で､土日祝日も含め
て 8 時 30 分～18 時 30 分まで交代で勤務しながら、
140 名の利用者さんの健康をお守りしています。理学
療法士も 1 名おり、一緒に健康管理を行っていますの
で、いつかの機会に理学療法士の仕事も紹介させてもら
いたいと思います。
看護課

平成 2９年１１月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

gatu

『食』は元気の源です！美味しく！元気に！

一緒に体操をして頂けるボランティア
さんを募集しています♥
お気軽にご相談ください！
一緒に楽しい時間を過ごしましょう
お問い合わせ：
０４５（８６１）２８０６
担当：デイサービス 清水・佐々木

サン

イチ・ニ・

