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どれみの森のお友達は
音楽遊びを通して、
親子でスキンシップ！
お友達と遊びながら
お母さんにもお友達ができちゃう！
お父さんや
おばあちゃん
おじいちゃんの
参加もOK！の
どれみの森です

毎月第３金曜日
午前 10:30～12 時(４月・３月を除く)
5/19、 6/16、 7/21、 ８/18、 9/15、
10/20、11/17、 12/15、1/19、 ２/16、

子育て支援自主事業

対 象 ：１才～4 才児の未就園児とその保護者
※4 月２日現在、１才に達しているお子様
場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
参加費：2000 円(全 10 回/行事用保険代含む)
定 員 ：20 組 40 名
※応募多数の場合は抽選となります
講 師 ：武村祐子先生 (リトミック指導/幼稚園教員免許証有)
申込受付期間：3 月 1 日(水)から 4 月３日(月)まで

高齢者支援事業

毎月第 3 月曜日の午後のひとときを、美味しいお茶と
戸塚ならではの銘菓を囲み、健康体操・工作・園芸など
楽しい催しに皆様と一緒に参加してみませんか。
概ね 65 歳以上で、ご本人の足でケアプラザまで
来られる方を募集します。

毎月 第

月曜日 午後

●場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
●参加費：材料費等
●定 員：30 名（男女問わず）
●申込受付期間：

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

コレステロール最近のお話
「お父さん（お母さん）はコレステロールが高いから卵はあまり食べちゃいけないよ！」
今や家庭などでよく聞く会話ですね。「コレステロールの摂り過ぎは体に悪い」は現日本人の共通
認識に成長したとも言えますが、2015 年、日米政府は食事から摂ったコレステロール量と体内の
コレステロール値との関連を示すには科学的根拠が不十分とし、これまでのコレステロール摂取制
限を撤廃しました。これを受けメディアは「コレステロール制限無用、卵は何個食べても大丈夫!」
などと大きく報道しました。これはどういうことでしょうか？コレステロールは善？悪？体に必要
な大切な栄養素？どう解釈すればよいか混乱してしまいますね。 少し整理しましょう。
■食事から摂取するコレステロールが血中
のコレステロール値を大きく高めたり、
心筋梗塞などの発生率を高めたりするデ
ータは得られていない
■コレステロールはその７～８割が肝臓な
ど体内で合成され、食事からの摂取は２
～３割にすぎない
よって、少なくとも健康な人に対して一律にコ
レステロールを制限する理由は無い、となりま
す。しかし、摂取基準が撤廃されたことで健診
などでの血中コレステロール値がどうなって
もよいというわけではありません。
日本では血中の LDL(悪玉)コレステロールが
高値となる高コレステロール血症の人が増加
していて、日本人死因の第２位の心血管病の要
因となっています。LDL コレステロールが高
いと狭心症や心筋梗塞、脳卒中などのリスクが
高まることは膨大な数の論文や調査結果で示
されています。余談ですが、水泳の北島康介選
手のライバルだったノルウェーのオリンピッ
ク選手ダーレ・オーエンは 26 歳の若さで動脈
硬化による心筋梗塞で急死しましたが、家族性
高コレステロール血症で血中 LDL コレステロ
ール値が非常に高かったそうです。

■食事で摂り過ぎれば体内合成量を減らし、
摂取量が少なければ合成量を増やすなど
の調節機構が働く
■食事からのコレステロール摂取は吸収率
やその影響の度合いは遺伝的要因もから
み、かなり個人差が大きい
日本人はそのライフスタイルの変化により、
コレステロール値が年々増加していて LDL
(悪玉)コレステロールが高すぎる、あるいは、
HDL(善玉)コレステロールが低すぎる､など
の「脂質異常症」の成人は約 2,300 万人に達
し、既に欧米を超えているとも言われます。
勿論、コレステロールは体にとって必要な栄
養素です。薬などで過度に下げることによる
健康被害もあり十分に注意しなければなりま
せん。
まずはご自身の悪玉・善玉コレステロール値
をちゃんと把握し、必要に応じ医師と共に適
切に管理して行くことが重要と言えるでしょ
う。

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
４月 １日（土）形成
４月 ８日（土）削り
５月 ６日（土）釉薬掛け
５月１３日（土）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
■募集人数：20 名 ※先着順

★★★申込受付：３月１日（水）から

地域係 045-861-1727★★★

汲 沢 地 域 ケアプラザ

ご利用者アンケート
ご協力ありがとうございました
地域の皆様に愛され、評価されるケアプラザの運営を目的として、今年もご利用者様アンケートを
実施いたしました。合計で ２９３名（地域１０７,包括２３,介護予防３２,居宅６０、デイ７１）の
方々からケアプラザへのご意見、ご要望をいただきました。そのなかから、いくつかを以下にご報告
いたします。
● いつも丁寧に対応して下さり、ありがとうございます。

地域
活動

満足のいく対応です。
● 子ども用のおもちゃを新しく、増やして欲しい。
回答：一部のおもちゃの購入を検討しています。
● 皆様、親しみやすい方々ばかりです。

包括
支援ｾﾝﾀｰ

● 地域包括支援センターの存在及び業務内容の周知があまりされていない。
回答：これからも積極的にチラシや広報紙等で
案内していきます。

● 利用者の話をよく聞いてくれます。

介護
予防

● 書類がわかりにくい。わかるように説明してほしい。
回答：ご理解されているか､その都度、確認し
ながら丁寧に説明していきます。

● いつでも、現状を把握した適切な助言をしてくれます。

ケア
マネジャー

デイ
サービス

● 電話の場合、こちらも老人なので聞き取りにくい。ゆっくりとお話ししてほしい。
回答：接遇研修を行い、相手の立場に立った対応を心がけます。

● 楽しい時間を過ごしています。利用してからとても元気になりました。
● 職員が忙しぎるのか、もっと不満や要望を聞く姿勢が欲しい。
回答：利用者の方をよく観察し、足を止めて話を聞く習慣をつけて
いきたいと思います。

皆様には概ねご満足いただいておりますが
今後ともお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお申出下さい。

■汲沢地域ケアプラザ３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

かいごカフェ

１０日（金） 13:00～14:30

トンとん★

やきものさろん

１８日（土） 10:00～12:00

ぐみざわ倶楽部★

１３日（月)

ゆずの会

１４日（火）
２７日（月）

どれみの森のお友達

10:00～12:00

お休み

日時：3 月 14 日(火)、28 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。
お問合わせ：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

陶芸教室

４日（土）
１１日〈土）

9:３0～12:00

４日（土）

11:00～14:00
13:30～15:30
9:00～12:00

３月１日(水)午後 ～ ３月 31 日(金)午前
油彩画「花の絵画展」
落合 美治 様
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。
３月 10 日(金) ◇ 懇話会
13 時 00 分～14 時 30 分
４月 14 日(金) ◇ 懇話会
13 時 00 分～14 時 30 分
お問合わせ：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
☆ 貸出には登録をお願いします

最近人気！ ・君の名は。 ・結局､｢すぐ
やる人｣がすべてを手に入れる ・君の膵臓
をたべたい ・かいけつゾロリシリーズ他

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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特別養護老人ホーム しらゆり園

汲沢地域ケアプラザ
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●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
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あらためまして、「しらゆり園」の相談調整室です
今回は「特別養護老人ホームしらゆり園」の相談調整室を紹介します。
「しらゆり園」には家庭や在宅では生活が困難な、要介護 3 以上の方が入
所され生活されています。また、一般入所の方以外でご家族の介護負担軽
減などを目的としたショートステイの方もいらっしゃいます。
相談調整室はご利用者が快適に過ごせるよう家族・関係機関・ホームの
調整を行うほか在宅の方のご相談を受けています。

入所者を決めるために入所者候補者の訪問調査に伺います。
「しらゆり園」の入所者の決定は、横浜市に登録された「特別養護老人
ホーム入所候補者名簿」の中から、
「しらゆり園」を希望されている方を訪
問調査し、外部委員を含めた「入退所検討委員会」で決定されます。

入所者の個別支援計画を作成します。
【その人らしい】
【あたりまえの】生活の実現を目指して、ご本人やご家
族の希望を反映した【個別支援計画】を介護・看護・機能訓練士・栄養士
たちと一緒に作成します。また【看取り】に入った方の【その人らしい最
後】をお迎えするための【個別支援計画】も作成します。

相談調整室はいつでも見学や相談を受け付けています。
相談調整室の生活相談員はケアマネジャーの資格を持っています。生活
相談員は、
「しらゆり園」ご利用者の家族や外部との各種手続き相談調整の
ほか、在宅の方々の見学や相談を受け付けていますので、お問合せ下さい。

●お問合せ先/しらゆり園相談調整室：電話 045-861-1112

平成 28 年度

ほほえみご利用者アンケート結果報告

アンケートご協力ありがとうございました。日頃のヘルパーの活動に対して、
おおむね良好のご回答をいただきました。ご回答の一部を掲載させていただきます。
●新聞で読んだのですが、厚労省役人が「要支援１、２の人はヘルパーさんを行かせなくて
も」と発言しており、心配している一人です。また何かわかりましたらお知らせください。
（ご心配のことと思います。できる限り直近の情報をお伝えしてまいります。）
●現在約１カ月ですが、この人ならできていない部分を頼み、この先楽しみにしていきたい
気持ちです。
（これからもできる限りご期待に沿えるよう支援させていただきます。）
●くも膜下出血の後遺症で特に右側の手脚に力が入りにくくなり、出来ない事が増えてまい
ります。いろいろ出来ないことが多くなりますが、お願いすれば時間内で気持ちよく行っ
ていただき助かっております。（困ったことがあれば遠慮なくお申し出ください。）
いただきましたご意見ご要望は今後の活動に生かしてまいります。
ありがとうございました。
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鬼は外～！福は内～！
今年も元気に豆まきをしました

裏の畑で大根を作りました
こんなかわいい大根達でした～

ご利用者と一緒に楽しい時間を過ごしてみませんか？
麻雀・書道・フラワーアレンジメント・塗り絵・畑仕事・レクの手伝い
コーラス・演奏・踊りなど・・お手伝い頂ける方、ぜひ一度見学にいら
して下さい！お電話でのお問い合わせもお待ちしております。
お問合わせ先/デイサービス：電話 045-861-2806

答えて！ケアマネジャー NO１
Q．最近、うちの母親は、足腰が弱り、昼間散歩をして
いる様子がありません。このままで良いのか心配です。
A．高齢になると両下肢が筋力低下し、起き上がる、立ち上がる、歩く
などのバランスが取れずに、転びやすくなります。転倒骨折をおそれて
動かず、閉じこもり傾向になりがちです。デイサービスやデイケアでは、
日常動作訓練や機能訓練を行い、転倒予防、筋力維持を目指せます。
入浴や食事のサービスも受けられますので一日や半日でも外出の機会を
作り、活気のある社会参加ができると思いますよ。
ご相談をお受けしています。お問合せ：電話 045-861-1727

担当：笹田、岡崎

