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平成 30 年度
来場者には
特典付き!

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共催

元気に歩こう！いきいきと
～予防と治療の最前線～

日時：12 月 1 日（土）13 時～15 時（※受付開始 12 時半）
会場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
締切日：11 月 22 日（木）※お申し込みはお電話か窓口にて。

無料

第１部
第２部
■講義：「ロコモティブシンドローム
■講義：「変形性膝関節症と人工関節を中心に」
（運動器の障がい）について」
■講師：西横浜国際総合病院
■講師：西横浜国際総合病院
外科系診療統括部長兼整形外科部長
リハビリテーション部副主任
医師 濱 裕（ﾊﾏ ﾕﾀｶ）先生
理学療法士 斉藤 由美（ｻｲﾄｳ ﾕﾐ）先生

体験！ロコモ（ロコモティブシンドローム）度テスト
当日は会場にて「立ち上がりテスト（脚力）」、「２ステップテスト（歩幅）」、
「ロコモ 25（身体・生活の様子）」を予定しています。
※当日受付希望者 30 人まで
ご希望の方は当日会場にてお申し込み下さい。

汲沢地域ケアプラザ 地域係

045-861-1727

保健活動推進員 70 周年戸塚区記念事業

今年、保健活動推進員制度は 70 周年を迎えています。これを記念して戸塚区
演奏家協会による“演奏会”や“生活習慣病予防に関する講演会”を開催し、
70 周年を盛り上げます。
日 時：12 月 12 日（水）14 時 10 分～16 時（開場 14 時）
会 場：戸塚区民文化センター「さくらプラザ」
保健活動推進員は横浜市長から委嘱を受け、行
定 員：150 名（※事前申込制）
政の健康づくり施策のパートナーとして、赤ち
締切日：11 月 30 日（金）
ゃんから高齢者までの全ての年代を対象に、地
※11 月 12 日から申し込み開始
域でウォーキングや体操教室等の健康づくり
申し込み先：戸塚区役所福祉保健課健康づくり係
活動に取り組んでいます。任期は２年間。皆さ

電話 045-866-8426～7

回覧

んも保健活動推進員になってみませんか？

★
★ ★
★人形劇＆汲沢中学校合唱部

汲沢地区青少年指導員主催・汲沢地域ケアプラザ共催

★

12 月恒例の『人形劇』と『合唱』の会を開催します！

★

いちご座さんの人形劇と汲沢中学校合唱部の歌声で
今年も楽しいひと時をお届けします。
どうぞお友だちやご家族と
いっしょにお出かけください。
皆さんのご参加をお待ちしています。
会場：汲沢地域ケアプラザ
多目的ホール

★
★

★

(土)

★

１３：３０～１５：００頃

汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園共催

妊婦さんも新米ママも、
育児の不安や疑問を聞くチャンス！

１１月２８日（水） 離乳食講座と試食、赤ちゃんのおもちゃ作り
１２月１９日（水） 手遊びと読み聞かせ、クリスマスブーツ作り
毎回
◆会
◆対

場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
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。

◆お申込み：汲沢地域ケアプラザ地域係まで

★

★

★
★

★
●

障がいのあるお子さんと
保護者の方を対象にした
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？

やきもの
あそび

親子で
粘土遊び

日 時：11 月 17 日（土）
時 間：午前 10 時～12 時
参加費：おひとり 200 円
会 場：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

かいごカフェを開催しています！
6 月は「高齢者施設の種類や特徴のお話」。
上大岡にある「高齢者施設・住まいの相談センター」は、
コンシェルジュが入所施設の相談に個別に対応。
参加者から「心強い」との声が聞かれました。
9 月は「リラックスヨガ」。
心地よい波の音と動きで「うとうと眠ってしまった」
「気持ちが良かった」と日頃の介護の疲れが癒されたご様子でした。
<今後の予定〉
11 月 9 日(金)：「区保健師によるミニ講座～感染症予防～」
12 月 14 日(金)：お琴とパーカッションと歌で奏でる
「癒しのコンサート partⅡ～もの語りのある唄～」
※いずれも時間は１３時３０分～１４時３０分です。
介護をされている方、どなたでもご参加頂けます。予約の必要は
ありませんので気軽にご参加ください。

「おどりばＰＰＫ」発足～参加者募集中
5 月～7 月まで踊場駅近くにある「タツミ訪問看護ステーション戸塚」で「いきいき健康づくり
教室」を 4 回開催してきましたが、引き続き 9 月から「おどりばＰＰＫ」として毎月開催するこ
とになりました。ストレッチ、筋力トレーニング（ハマトレ体操）脳トレ体操など行います。概
ね 65 歳以上で直接お越しいただける方なら、どなたでも参加できます。
〈お問い合わせ・お申込は〉
汲沢地域ケアプラザ地域包括支援センター

電話：045-861-5463

高齢者福祉センターに寄せらえれた苦情・相談などの報告

決

未解決

解

その他

職員の対応

サービス内容

対応結果

平成 30 年７月～９月までの
苦情・相談などは１件でした。
【主な苦情等相談内容と対応】
・自分が契約している駐車場にケアプラザの車
が停めれれている。すぐにどかしてほしい。

地域ケアプラザ
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路上に駐車する場合も交通の妨げにならないよ

その他
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う十分考え、フロントに「駐車中」のカードを

皆様の貴重なご意見ありがとうございました。

汲沢地域ケアプラザ

⇒謝罪し直ちに駐車した職員に連絡をとりまし
た。駐車場が利用者の駐車場であるか確認する。

掲示するなど職員に周知いたしました。

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ１１月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム
かいごカフェ
やきもの遊び

毎週水曜日
9日（金）

★印のプログラムは申込みが終了しています

10:00～12:00

陶芸教室★

13:00～14:30

トンとん★

１７日（土） 10:00～12:00

どれみの森のお友達★ １６日（金） 10:30～12:00

３日（土）
9:３0～12:00
１０日〈土）
３日（土） 11:00～14:00

ぐみざわ倶楽部★

１９日（月)

13:30～15:30

プレママ・プチママ集まれ

２8日（水)

13:00～14:30

日時：11 月６日（火）・11 月 20 日（火） 11 月 1 日（木）午後～11 月 30 日（金）午前
いずれも 13 時 00 分～13 時 30 分
「汲沢デイサービス文化祭」展
日程は変更になる場合がありますので、
汲沢地域ケアプラザデイサービスご利用者 様
ご相談は事前にご連絡ください。
開始・終了日は、都合により変更することがあり
連絡先：地域包括支援センター
ますので、ご了承ください。
電話 045-861-5463

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。
◆11 月 9 日（金）13:00～14:30
懇話会と「感染症予防のミニ講座」
◆12 月 14 日（金）13:00～14:30
「癒しのコンサート」
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 月にご寄付を頂いた方

しらゆり園家族の会様
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
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gatu

65 歳以上の方は

インフルエンザワクチンと
肺炎球菌ワクチンの予防接種を!
木々の葉が色づき、空や雲・風などから季節が冬にむかっているのを感じる今日この頃、
インフルエンザのニュースがちらほらと聞かれはじめ、今年もまた流行期に入ろうとしていま
す。インフルエンザの予防については 10 月号の「ふれあい交流ぐみぐみ」で三宅先生が書か
れていますのでそちらをご覧ください。
今回は予防接種について書かせてもらいます。
インフルエンザ予防接種は高齢者の発病防止だけではなく、特に、
万が一発病した時の重症化防止には有効だと立証されています。
ぜひ、65 歳以上の方はインフルエンザ予防接種を受けるように
してください。免疫がつくまでに 2 週間程度かかります。
ワクチンの免疫効果は約 5 ヶ月といわれおり、流行期を考慮し
12 月上旬までに受けておくと効果的だともいわれています。
さらに肺炎球菌ワクチンを一度も接種していない方は、こちらの接種
もぜひ受けるようおすすめします。高齢の方がインフルエンザウィルス
に感染し発病した場合、二次感染で肺炎球菌性肺炎を発症しお亡くなり
になられる方がいらっしゃるからです。肺炎球菌は肺炎の原因菌の一位
を占めているともいわれています。今まで一度も肺炎球菌ワクチン接種
をしていない方で今年度、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、
90 歳、95 歳、100 歳になられる方は横浜市からの公費助成もされて
います。坂東玉三郎さんのコマーシャルでご存知の方も多いかと思いま
すが、ぜひ、インフルエンザ予防接種と共に肺炎球菌ワクチンの接種も
ご検討くださり、かかりつけの医師にご相談ください。
インフルエンザの流行期を乗り越え地域の皆様とともにしらゆり園の利用者さんも穏やかな
日々を過ごし、来年春の新しい元号を迎えたいと思っています。
しらゆり園

看護課

平成 30 年 11 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

戸塚区最長齢（１０８歳）の
祝いに戸塚区長さん来所！
これからも皆さん、楽しんで
行きましょう！

食欲の秋！
思い思いに好き
な物を好きなだ
け取って召し上
がってもらいま
した。
食べて元気に！

貸与されている福祉用具の価格見直しについて
介護用ベッドや車いすをはじめとする福祉用具貸与をご利用の方で、先月頃から、貸与事業者
やケアマネジャーから、価格変更の説明を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
先日、厚生労働省より代表的な製品の福祉用具貸与の全国平均価格と上限価格の一覧が公表さ
れました。
極端に値段が高く設定されている福祉用具の規制が主な目的です
が、１０月より平均価格に近く価格を引き下げる事業者もあります。
そのため、一部商品について価格の訂正のご案内をしております。
全ての福祉用具が対象ではないので、価格据え置きで説明がない
場合もあります。

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

