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明けましておめでとうございます。
高齢者福祉センター（汲沢地域ケアプラザ・特別養護老人
ホームしらゆり園）はお陰様で創立２１周年を迎えました。
今年も、これまで同様「地域と共に」を基本に、
地域の皆さまと協働し、住みやすい福祉保健介護の
拠点施設づくりに、職員一同努めて参ります。
今年もボランティアの小堀さんが干支のぬいぐるみ
今年もよろしくお願いいたします。
を編んで下さいました。毎年ありがとうございます！

踊場地区センター ま つ り
遊びに
きてね

とつか
ハートプラン
コーナー

「とつかハートプラン」の取り組みの一環として
「踊場地区センターまつり」の会場内で「まち」に関
するコーナーを開催します。航空写真をはじめ、体力
測定やケアプラザ相談コーナーもあります。

介護・福祉・ボランティア
何でも相談コーナー
（福祉に関する相談会）

まちの
歴史写真も
あるよ！

担当：ケアプラザ職員

●

回覧

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

初心者向け体験陶芸教室です。
陶芸をやってみたいな、と思っている方大歓迎。
自作の器でコーヒータイムはいかがですか！
お気軽にお申込み下さい。
～ お申込みは １月４日(金)から ～
● 日 程：
●時 間：9 時 30 分～12 時
２/2（土） 形成
●場 所：汲沢地域ケアプラザ
２/9（土） 削り
●定 員：20 人
3/2（土） 釉薬掛け
●参加費：2000 円
3/9（土） 作品評会
集団行動が少し苦手なお子さん向け地域交流プログラム

ボランティアさんと一緒に
お料理しよう、みんなで食べよう♪
ご家族で遊びにきてください☆

２月２日(土)11:00～14:00
対象：汲沢地域周辺に在住･在学の
集団行動が苦手な小・中学生、そのご家族
参加費：調理する子どものみ、一人 500 円
場 所：汲沢地域ケアプラザ
募集人数：少人数プログラムにつき、申込
多数の場合は抽選となります。
そのほか：大人は試食程度となります。

踊場地区 在宅医療・介護セミナー

「家族全員で考える
少子高齢化時代の在宅療養」
平成 31 年 2 月 16 日（土）13 時～14 時 30 分
会場：踊場地区センター体育室
※当日の会場につきましては都合により体育室に変更になりました。
講師：西横浜国際総合病院
在宅医療センター長 橋本隆医師 他
お申し込みは必要ありませんので当日直接会場へ
無料
お越しください。
踊場地区連合町内会／踊場地区センター／西横浜国際総合病院／汲沢地域ケアプラザ

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

生活を支える

サービス

■みつけてネット

認知症高齢者等が行方不明になった
時、早期に発見し
保護できるように
協力するシステム
です。

■食事サービス

■あんしん電話

ひとり暮らし等の高齢者を対象
に、ご近所の方や救急とすぐ連絡
できるよう、電話機に通報装置を
取り付けます。利用にあたっては、
自宅に固定電話と電話回線がある
ことが必要です。

ひとり暮らしの中重度要介護者（要介
護 2 以上及び要介護１・要支援の一部）
などで食事の用意が困難な方のうち、
必要と認められた方に栄養バランスの
とれた食事を直接訪問して
お渡しし、あわせて
安否確認を行います。

※利用するには、その他条件等がありますので、
詳細についてはお問合わせください。

実例から学ぶ

相続・遺言の基礎講座

自分の財産管理や我が家の相続のことを一緒に考えてみませんか？

日時：平成 3１年 2 月 1９日（火）
13:30～15: 30（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： 弁護士 鈴木洋平氏・司法書士 清水敏博氏
定員：60 名(申し込み先着順)
汲沢地域ケアプラザ

参加無料

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 1 月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

★印のプログラムは申込みが終了しています

10:00～12:00

かいごカフェ

お休み

やきもの遊び

19日（土） 10:00～12:00

どれみの森のお友達★

18日（金） 10:30～12:00

日時：1 月 22 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

お休み

陶芸教室★
ぐみざわ倶楽部★

21日（月）

13:30～15:30

お休み

トンとん

◆1 月４日（金）～１月 16 日（水）午前
「汲沢小学校放課後キッズクラブ作品集」展
汲沢小学校放課後キッズクラブ
◆1 月 22 日（火）～２月 15 日（金）

「今年の願い

書道展」ぐみざわ倶楽部

*開始･終了日は都合により変更することがあります｡

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。
◆1 月はお休みです
◆２月８日（金)13:00～14:30
アロマオイルを使用したハンド
マッサージです。
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
★貸出には登録が必要です

11 月にご寄付を頂いた方

鈴木正子様、福田八重子様、岡部史朗様
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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至立場

長後街道

「ふれあい交流ぐみぐみ編集部」
電話 045－861－1727

至立場

汲沢中学校

汲沢小学校

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■

■■

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 31 年 1 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

毎年恒例となっている春日神社への初詣や獅子舞鑑賞、箱根駅伝の応援など様々な行事で新年
のお祝いをしています。昨年は年明けに焼き芋、和菓子レクを実施しました。季節ごとの行事や、
大外出、毎月の誕生会で皆様に楽しんでいただいています。

ほほえみステーションでは

ヘルパーさんが不足しています。

ホームヘルプサービスと高齢者食事サービスを

ヘルパー

行なっています。
●ホームヘルプサービスでは

高齢者や障がい者がご自宅で安心して快適に暮らせる
よう訪問介護サービスや自立支援サービス、横浜市移動
支援サービスを行っています。

電話 861-1431

温かい食事を直接手渡すことで、ご利用者の安否を確認
しながら安心して在宅生活を継続できるように支援さ
せていただきます。

働く意欲のある方、男女問わず大歓
迎です。１日１件の活動でもＯＫ！
まずはご連絡を！ 詳しくは「ほほ
えみステーション」までお問い合わ
せください。連絡お待ちしています。

今年もよろしくお願いいたします。

担当 土屋・佐々木

●高齢者食事サービスでは

平成 31 年 1 月号

デイサービスは 1 月 4 日より営業いたします。
心よりお持ちしております。

～ご自宅で介護サービスを必要とされている方へ～
汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャー事業所では、
要介護認定を受けられた方のケアプラン作成を
行っております。
ご病気や怪我などで、生活に不自由が生じた際に、
住み慣れたご自宅での暮らしをサポートするための
プランを提案させていただきます。
今年もよろしくお願いいたします。
お問合せ：汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ
電話：045-861-1727

横浜博萌会 高齢者福祉センター

