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よこはま
シニアボランティア
ポイント登録研修会
ボランティアをされている方、ご興味の
ある方、どうぞお気軽にお申込下さい。
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、年に一度換金も可能です。

汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

◆日時：

10 月 31 日(水)
11 月 28 日(水)
12 月 19 日(水)

◆内容：赤ちゃんの
毎回 13 時～14 時 30 分 おもちゃ作り､手遊び、
日時：10 月 28 日(日)13:00～15:30 場所 汲沢地域ケアプラザ 絵本の読み聞かせなど
◆対象：出産を控えて
内容：制度の説明、ボランティアとは など
お申込みお待ちしています！
いる方､10 か月までの
持ち物：介護保険証コピー、筆記用具
お子さんとお母さん
11 月は離乳食講座
です。(試食あり)
場所：汲沢地域ケアプラザ 申込は 10/21 まで
*いずれも第１子のみ

１１/11（日）

おどりば

10 時～14 時

体験!

屋台♪
・フランクフルト
・焼きそば
・豚汁
・焼いも ほか
ケアプラザの

車イス体験、妊婦体験コーナー

●作って遊ぼう！
●飲酒体験ゴーグル
●自転車シュミレーション
●健康チェック

主催：踊場地区社会福祉協議会 共催：踊場地区連合町内会

汲沢地域ケアプラザ 地域係

回覧

045-861-1727

今年もたくさんの子どもたちが遊びに来てくれました。
夢中で作品を作る子どもたちと､そっと見守る保護者の方。
出来上がったら自分の作品といっしょにとびきりの笑顔で
パチリ！また来年もみんなで遊びに来てください♪

～会場の戸塚こばと幼稚園体育館には、77 歳以上の 200 名を超える
皆さんがお集まりになりました～
当日は朝から雨が降り続き足元が悪い中で多くの
皆さんが来場されました。田雑戸塚区長の挨拶に始
まり、汲沢中学校合唱部によるコーラス、そして全
国各地で活躍されている和楽会「昇」の皆さんによ
る迫力ある和太鼓の演奏が披露されました。
会の最後には、来場された皆さんが実際に和太鼓
に触れることが出来る時間もあり、皆さん楽しまれ
ていました。
汲沢地区社会福祉協議会／汲沢地区連合町内会

「地域包括支援センター」 からのお知らせ

日本では毎年約 1 千万人(約 10 人に 1 人)が罹るインフルエンザはインフルエンザウィルス（主にＡ型・Ｂ
型）の感染により起きます。その予防法としては、感染しても発病する可能性を低減させる効果と発病して
も重症化を防止する効果からインフルエンザワクチン予防接種が最も有効とされます。予防接種以外にも、
十分な休養と栄養をとり抵抗力や免疫力を維持することや室内を適切な湿度に保ち(50~60%)気道粘膜の
防御機能を保つことも大切ですが、感染予防にはインフルエンザウィルスの感染経路を出来るだけ阻止する
ことが重要です。インフルエンザウィルスの感染経路には「飛沫感染」と「接触感染」があります。
「飛沫感染」とは感染者の咳やくしゃみ、会話などで発生する飛沫（ツバなど）に含まれるウィルスを吸い
込み感染することです。なお、ウィルスを含んだ飛沫の水分が蒸発して乾燥しさらに小さな粒子となったも
のを飛沫核と呼び、この飛沫核は長時間空中を漂い浮遊します。これを吸い込み感染することを空気感染(飛
沫核感染)と言います。
「接触感染」は感染者の皮膚や粘膜との直接的な接触や、ウィルスが付着したドアノブ、手すり、スイッチ、
ボタンや便座などの中間物を介しての感染で、中間物に触れウィルスが着いた手で目・鼻・口などを触るこ
とによりウィルスが体内に侵入し感染することです。
これらの感染経路によるウィルスの侵入を出来るだけ阻止するには以下のことが大切です

＜人混みを避ける＞

＜マスク着用とうがい＞

人混みなどでは感染者をは
じめ不特定多数のヒトとの
接触が増えるため飛沫感染
や接触感染が起き易くなり
ます。

ウィルスの粒子はとても微細なためマスクで侵入を防止するのは難しい
とされますが（ウィルスの侵入を防止できるマスクもありますが比較的
高価になります）
、鼻や口の湿度を保つには有効です。また、ツバや痰な
どは通さないので他人へうつさない効果は期待できます。
十分なうがいは口や喉に入ったウィルスを
体外に洗い流すことができます。

＜手洗い＞
手洗いをしっかりと頻回に行うのは最も効果的な予防法とされます。日常の生活においてヒトは手で様々
ものに触れます。風邪やインフルエンザなど病気を引き起こす病原体(菌やウィルス)は様々な場所に存在
し付着していて、その多くは手を介して体内に侵入するとされます。
ヒトは無意識に手を鼻や口や眼に持っていく癖があ
「手洗いの正しい手順」
り、病原体が着いた手で鼻や口や眼に触れたり食事
① 流水で手を洗う。
をすることで病原体が体内に侵入します。よって、
② 石鹸をつけしっかり泡立てる
手を洗いウィルスなどの病原体を洗い流すことによ
③ 手のひら手の甲をこすり、指の間も両手
り体内への侵入を遮断することはとても大切で、帰
を組むようにこすり合わせて洗う。
宅時などに限らず手洗いを正しい方法で頻回に行う
④ 指先や爪の間は手のひらの上で指先をこ
ことを習慣にしましょう。水道が使用しにくい場合
するように洗う。
などは、アルコール手指消毒剤などを利用しましょ ⑤ 手首の上まで十分に洗う。
う。
⑥ 親指や手首は反対の手で包みねじるよう

「三宅院長のミニ健康講座」
日時：10 月 23 日(火) 12 時 30 分～14 時
会場：踊場地区センター
～手洗いの実践もあります～

汲沢地域ケアプラザ

にして洗う
⑦ 流水で石鹸と汚れを十分に洗い流す。
⑧ 清潔なタオルやペーパータオルで水分を
しっかり拭き取る。

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 10 月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ

毎週水曜日

10:00～12:00

陶芸教室★

６日(土)
13日(土)

9:30～12:00

12日(金)

13:00～14:30

ぐみざわ倶楽部★

15日(月)

13:30～15:30

プレママ・プチママ集まれ

31日(水)

13:00～14:30

お休み

やきもの遊び
どれみの森のお友達★

★印のプログラムは申込みが終了しています

19日(金)

10:30～12:00

日時：10 月 9 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。
連絡先：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

◆ 10 月 12 日（金）13:00～14:30
「懇話会」
◆ 11 月 ９日（金）13:00～14:30
「懇話会」
お問い合わせ：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

10 月 1 日（月）午後～10 月 31 日（水）午前
「第 14 回 白峯」展
小原 ユミ子 様
11 月 1 日（木）午後～11 月 30 日（金）午前
「デイサービス文化祭」展
汲沢ケアプラザデイサービスご利用者 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。
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

8 月にご寄付を頂いた方

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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戸塚高校 文

中村三叉路

E メール soumu@hakuhoukai.jp

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 30 年 10 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

8 月 22 日夕方、まだ暑さが続く中、1 階正面玄関前にて、ビアガーデンが開催
されました。皆様、焼きそばや揚げたこ焼きを召し上がり、ビールも飲まれ、
いつもとは違う雰囲気を満喫されていました。多くの方に参加して頂き、大盛況
でした。笑顔の絶えないひとときとなりました。

ご利用者の皆様から頂きました平成 30 年度のアンケート結果をまとめましたのでご報告し
ます。（回答率 69％）今年度はアンケート回収にヘルパーにも協力いただき回収率が 69％と
前年度より 10％ほどアップしました。（前年度 56％）
ご利用者へのヘルパーの態度や言葉遣いについては、ほとんどの方が丁寧、明るいとの回答
をいただきました。しかし、
『ヘルパーやサービス提供責任者に気軽に相談が出来るか？』の設
問は３名の方が『どちらかと言えば出来ない』と返答をいただきましたので、今後ご利用者様
との接点を深め、すべての方が『相談できる』よう努力していきたいと思います。
また、ヘルパーの活動に関してはほとんどの方が満足して頂いているようです。
なかには、活動時間が 1 時間から 45 分間なったことで今までより仕事を
『端折っている』との意見もありました。活動時間は短くなってもケアプランに
沿って精一杯の支援をさせていただく所存です。多くの方から在宅生活を続ける
うえでヘルパーを利用することで安心して暮らせているとの評価も頂きました。
ありがとうございました。頂いた意見は今後の活動の参考にさせていただきます。

●お問い合わせ先

: ほほえみステーション ☎ ０４５－８６１―１４３１

平成 30 年 10 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

歩行練習！平坦な道や下り坂、階段昇降をしっかりと足を上
げて歩行しています。また、季節の変化も楽しまれています。

歩行訓練を兼ねて行
い、畑の 草道 も皆 さん
しっかりと歩かれ、梨狩
りを楽しまれていまし
た！

「介護職員処遇改善加算」について
現在介護の事業所はどこも人材不足に悩んでいます。厚生労働省は、今後も増え続ける介護サ
ービスを担って行くのに必要な介護職員の人数を 2025 年までに 245 万人という予測を発表
しました。現状よりさらに 50 万人ほど増やす計画です。そして確保された人材が離職しない
ように、低賃金と言われている介護職員の処遇改善も同時に図ることを決めました。職員の賃
金をあげるということは、介護サービスの報酬費をあげることになります。
ご利用者様からは、ご利用された分のサービスに応じて一定の
ご負担をいただいていますので、さらにご負担が増えることになります。
多くの人に介護のしごとに魅力を感じていただき、より良い人材の確保と、
より良いサービスのための施策としてご理解をいただければ幸いです。
詳しくは担当のケアマネジャー（汲沢地域ケアプラザ

８６１－１７２７）にお尋ねください

