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■特別養護老人ホーム
■

２０１７年
平成２９年

汲沢町内会・ぐみさわ東ハイツ自治会共催 汲沢地区社会福祉協議会後援

（土）
今年の納涼祭も猛暑のなか 2417 人の皆さんにお越し
いただき、大いに盛り上がりました。毎年､オープニン
グを飾ってくれる、おおぞらひまわり保育園の可愛い
園児たちによるダンスや、汲沢小学校の児童によるソ
ーラン節、汲沢中学校吹奏楽部や星槎グループによる
和太鼓の演奏、汲沢女性部の盆踊りと、地域の皆様の
ご協力のもと大盛況に終わる事が出来ました。

またのお越しを
お待ちしています
今年も無事に賑やかな納涼祭を開催できました
ことを心から感謝申し上げます。
来年もより良い納涼祭を皆さまとともに開催
していきたいと思います。
― 平成２９年度ぐみざわ納涼祭実行委員会一同 ―

健康・医療講演会

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

１０月２１日（土）
「本当は怖い
時 30 分～15 時
冬のウィルス」 13
■講師：西横浜国際総合病院

無料

（受付 13 時～）

感染管理認定看護師 長谷川麗香 氏
～三原則があなたを守る！
感染予防のイ・ロ・ハ～ ■会場：汲沢地域ケアプラザ多目的ホール
■定員：60 名（当日先着順）
※お申し込み不要

回覧

❿東明会
８月５日(土)

❶新生自治会
7 月 22 日(土)
(会場：壱町ヶ谷公園)

❷戸塚富士見丘ハイツ自治会
7 月 22 日（土)
(会場：集会所周辺)

東明会広場

⓫踊場町内会

❸平台町内会

８月５日(土)・6 日(日)

7 月 22 日(土)
(会場：東汲沢小学校)

❹ぐみざわ納涼祭
7 月 22 日(土)
(会場：しらゆり園・汲沢地域ケアプラザ)

踊場町内会館

❻大丸自治会

❺新明会

⓬東明東・西町内会

7 月 29 日(土)

7 月 23 日(日)

８月５日(土)

お祭り会場地図

踊場公園円形広場

大丸自治会館前

階段下広場

❼富士見町内会

⓭プライマルシティ自治会
8 月 5 日(土)

7 月 29 日(土)

富士見町内会館周辺

プライマルシティ内

)
❽平和台町内会

⓮六郎丸町内会

7 月 29 日(土)

８月 19 日(土)

平和台町内会館周辺

❾汲沢西団地自治会
7 月 29 日(土)・30 日(日)
(会場：団地前広場)

六郎丸町内会館周辺

⓯東急汲沢台自治会
8 月 26 日(土)
(会場：汲沢町公園)

汲沢・北汲沢・踊場地区主任児童委員連絡会

｢ぐみさん会｣が｢戸高学び塾」で講座開催
8 月 1 日、戸塚高校主催の生徒・一般向け講座
「戸高学び塾」で「小さな命との係わり方～10 代
での妊娠・出産のリスクについて～」を
テーマに「ぐみさん会」が講座を開き
ました。地域で活動する主任児童委員
ならではの視点の話や、揺さ
ぶられっ子症候群の体験等が
行われ、真剣なテーマに講座
終了後も参加者の方との意見
交換が続きました。

や
親子で粘土遊びしませんか
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。

11/18(土)､１/20(土)､３/17(土)
時 間：午前１０時～１２時
場 所：汲沢地域ケアプラザ
参加費：無料

●申込み：電話 861-1727
汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

主任児童委員とは
０～18 歳を対象とした
子どもの見守りと子育て
家庭の支援を行います。
地域の子育てサロンの運
営や関係機関との連携も
活動の一環です。

◆日程：

10 月 25 日(水)
11 月 29 日(水)
12 月 20 日(水)
◆時間：13 時～14 時 30 分
◆場所：汲沢地域ケアプラザ

出産を控えた妊婦さんは不安や疑問を、
新米ママさんは育児について、
話を聞くチャンスです！
◆対象：出産を控えている方、10 か月
までのお子さんとお母さん
※ともに第１子に限ります。
◆内容：赤ちゃんのおもちゃ作り、手遊び、
絵本の読み聞かせ など

レクリェーション大会

★雨天中止

※参加申込みは各自治会町内会となります。また変更等もありますので事前に各自治会町内会へご確認下さい。

■汲沢地域ケアプラザ９月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ

★印のプログラムは申込みが終了しています

毎週水曜日

10:00～12:00

陶芸教室

2日（土）
9日（土）

9:30～12:00

８日(金）

13:00～14:30

トンとん★

2日（土）

11:00～14:00

１１日（月)

13:30～15:30

やきものあそび

16日（土） 10:00～12:00

どれみの森のお友達★

１5日（金） 10:30～12:00

日時：９月１２日（火）
・９月 2６日（火）
いずれも 13 時 00 分～13 時 30 分

ぐみざわ倶楽部★

９月１日（金）午後～３０日（土）17 時

「羊雲会

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

羊雲会
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。
◆9 月 8 日（金）13:00～14:30
「歌声喫茶」を開催いたします。
◆10 月 13 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

7 月にご寄付を頂いた方
鈴木正子様、碇 龍様
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

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９月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

しらゆり園では、様々な行事やレクリエーション
を取り入れています。外出レクリエーションでは、
中華街へ行ったり、牧場へ行ってアイスを食べ
る！など、外での楽しい時間を過ごしています。

おやつ
レクリエーション
たこ焼き、焼きそば、
フレンチトーストに、夏はかき氷！
月に一度、ご利用者様と一緒に
おやつを作って食べます。

しらゆり園では他にもクラフト、
園芸、リズム体操などのレクリエ
ーションを行っています。

平成 2９年９月号

横浜博萌会

高齢者福祉センター

gatu

残暑見舞い申し上げます

縁日
暑い日が続いていますが、皆様はいかがお過ごしですか？
デイサービスでは、暑さに負けず、盆踊りを踊ったり、
射的やヨーヨー釣り、魚釣り等で楽しみながら、身体を
動かしていま～す！
他にも、クラフトで「うちわ作り」をしました！

特殊詐欺にご注意下さい！
電話を使ったオレオレ詐欺や、区役所等を名乗る
還付金詐欺がありますが、それ以外にもハガキを自
宅へ送り、実際には存在しない契約内容について支
払いを求める「架空請求詐欺」もあり、手口が巧妙
化しています。
『自分は騙されない』と思っていても、いざ直面す
ると冷静でいるのは難しいものです。支払ってしま
う前に、まず周りの人に相談しましょう。

