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■特別養護老人ホーム
■

２０１７年
平成２９年

★
★

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？

★

●お問合せ・お申込み●
汲沢地域ケアプラザ

無料

日時：１月 20 日（土）
時間：午前 10 時～12 時
場所：汲沢地域ケアプラザ

地域係まで

★
いちご座の
★

(土・祝)

★★

みどり会の

ハンドベル演奏

汲沢地区青少年指導員主催・汲沢地域ケアプラザ共催

１３：３０～１５：００頃
場所：汲沢地域ケアプラザ

★

★

予約不要

お子さまからおじいちゃん・おばあちゃんまで、一緒に楽しい
ひとときをに過ごしませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。

年末年始
ケアプラザ休館のお知らせ

12/２０
(水)

12月29 日（金）～ １月３日（水）

１３：００～１４：３０ 手遊び、読み聞かせと

クリスマスブーツ作り
場所/汲沢地域ケアプラザ
対象/・妊娠中の方（第１子）
・10 ヵ月までの子供（第１子）とお母さん
★お申込みはケアプラザ地域係へ

●

回覧

★

上記の間、汲沢地域ケアプラザは相談業務・貸し館
事業・図書コーナー・デイサービス等電話、窓口含めて
全て休館休業となります。
お部屋の予約は１/４より受付します。

新年は 1 月 4 日（木）から開始します

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

図書コーナー

新
い

し

●わたしを離さないで/カズオ・イシグロ
●月の満ち欠け/佐藤正午
●蘇る鬼平犯科帳/池波正太郎と七人の作家
●女の子が生きてくときに、覚えていてほしいこと/西原理恵子
●百歳まで歩く/田中尚喜
●５分後に涙のラスト/エブリスタ編 ほか多数
●ラチとらいおん/マレーク
★ご利用ください★

入りました！

戸塚図書館の本を１１月上旬に
200 冊 入れ替えました！

11 月 5 日(日)

汲沢地区社会福祉協議会共催

本当はこわい
10 月２1 日(土) 冬のウイルス
汲沢地区「健康・医療講演会」。今回は
西横浜国 際総合 病院 感染管理 認定看 護師
長谷川麗香氏をお招きして開催しました。
講演会の他、手の汚れを確認出来る機械を
使用して、実際に皆さんに手の状態を確認し
て頂きました。これからの季節に流行る感染
症。皆さんも気を付けましょう！

●

踊場地区社会福祉協議会主催

第 41 回

おどりば文化まつり

秋晴れの中、汲沢小学校で開催されました。
踊場地区で活動されている各活動団体の皆さん
を始め、踊場学童や踊場地区センター等、様々
な関係団体も協力して開催されました。
ケアプラザは「車いす体験コーナー」、踊場地区
主任児童委員の皆さんと「妊婦体験コーナー」
を担当させて頂きました。

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

相続は誰もが経験する出来事です。そして
遺言は転ばぬ先の杖です。
本講座では相続の基礎知識と正しい遺言書の作り方を学びます。

年齢は問いません。関心のある方はどなたでもご参加ください

日時 平成 30 年 2 月 17 日（土）
13:30～15:00（13:10 受付開始）
会場 汲沢地域ケアプラザ（多目的ホール）
講師

定員

神奈川県司法書士会横浜西支部

無 料

60 名（先着順）

介護予防ボランティア「あいあい」スキルアップ研修
日時：１２月２２日(金)１３時３０分～１５時３０分
会場：汲沢地域ケアプラザ(多目的ホール)
＊介護予防ボランティア講座、はまちゃん体操、ハマトレ
体操、コグニサイズ等の研修を受け、体操リーダーとして
汲沢地域ケアプラザエリアで活躍している介護予防ボラン
ティアの皆さんの集まりです。
●お申込み・お問合せは

汲沢地域ケアプラザ地域包括支援センター: 電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 1２月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ

どれみの森のお友達★

2日（土）
9日（土）

毎週水曜日

10:00～12:00

陶芸教室

8日(金）

13:00～14:30

トンとん★

お休み

やきものあそび

★印のプログラムは申込みが終了しています

15日（金）

10:30～12:00

日時：１２月１２日（火）
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 045-861-5463

9:30～12:00
お休み

ぐみざわ倶楽部★

１８日（月)

プレママ・プチママ集まれ

2０日（水） 1３:00～14:３0

13:30～15:30

１２月１日（金）午後～２８日（木）午前

「似顔絵・似顔絵ぬりえと雛飾り展」
戸塚似顔絵の会・ひなの会

代表

淀川氏

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。
◆１２月 ８日（金）13:00～14:30
「ミニコンサート」を開催いたします
1 月はお休み、次回は 2／９(金)です。
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

9 月、10 月にご寄付を頂いた方
しらゆり園 家族の会様、月浦 博子様
ありがとうございます。
ご利用の皆様のため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

深谷通信隊

ちしています！担当：地域係（金子、山田）

■■

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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戸塚高校 文

中村三叉路

E メール soumu@hakuhoukai.jp

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■
「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

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１２月号
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ランチバイキングを
実施しました

10 月２２日(日)に毎年恒例となりましたランチバイキングが今年も開催されました。
今回は昨年よりも多くのご家族に参加していただき、大変賑やかな会食となりました。
今年のメニューは、おなじみとなったカレーや豚の角煮の他に、アヒポギやスパニッシュ
オムレツ等の新メニューも加わり、バラエティーに富んだ内容となりました。また、デザート
もたくさん用意され、見た目にも彩り鮮やかでした。
会が始まると皆さま思い思いに好きな食事を取り分け始め、ご利用者・ご家族とも美味しそ
うに召し上がっている光景を見ると、とても微笑ましく感じられました。

《

ヘルパー体験記（訪問介護編） 》

ホームヘルパーとして働き始めてから、早いもので 13 年が経ちました。はじめは『口下手
で不器用な私が介護の仕事なんて・・・』と、とても不安でした。そんな時、知り合いの方が
現役ヘルパーとして働いており、優しく背中を押して下さったおかげで≪頑張ろう≫という前
向きな気持ちになれました。
訪問介護の仕事は、
『生活援助』や『身体介護』を行い、ご利用者様が自立した生活を送れる
よう支援していくことです。１対１の対応なので心と体の小さな変化にも気づきやすく、人生
経験豊富な方々から勉強になるお話もたくさん聞くことが出来ます。なかなか心を開いてもら
えない場合もありますが、ご利用者様の意思や個性を尊重し、誠意をもって接することで少し
ずつ良い関係を築いていけると思いながら続けています。
「ありがとう」と、言っていただけたときは喜びもひとしおです。まだまだ半人前の私です
がこれからも心を込めたサービスが出来るよう努めていきたいと思います。
ヘルパー 猪又 美子

平成 29 年１２月号
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確定申告による医療費控除・障害者控除について
～毎年 2 月は確定申告の時期です（2018 年は 2 月 16 日～3 月 15 日です）～

＜医療費控除＞ 在宅で介護保険サービスを利用している方で、支払った費用の一部は所得
税、市県民税の医療費控除の対象になるものがあります。対象は、①、対象月に医療系サービ
スを利用している ②、①のサービスと併せてケアプランに基づいた福祉系サービス（対象外
のサービスもあります）利用料は対象になります。その他、医療費（診療や薬代）、通院時の交
通費、薬局で購入した医薬品のレシートなど 1 年分の合算が一定額を超えれば対象になります。

＜障害者控除＞ 65 歳以上の方で寝たきりや身体障害者に準ずると福祉保健センター長が
認定した場合は、「障碍者控除対象者認定証」が発行されます。障害者控除、特別障害者控除、
同居特別障害者控除とあります。詳しくは担当のケアマネジャーへご相談ください。

ケアプランのご相談は

汲沢地域ケアプラザ：電話 045-861-1727

まで

