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■特別養護老人ホーム
■

２０１８年
平成 30 年

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
西横浜国際総合病院 在宅医療センター長として戸塚・泉区の
在宅医療の最前線に立たれている橋本 隆医師による講演です。
また、同院リハビリテーション部による介護予防体操の実演も
同時開催いたします。事前申し込みは必要ありません。

会場：踊場地区センター２階大会議室
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

無料

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

年末年始
ケアプラザ
休館日のご案内
12月29 日（土）～ １月３日（木）

１２月 １９日 (水)

１３：００～１４：３０

今回は手遊び､読み聞かせと
かわいいクリスマスブーツを作ります。
場 所/ 汲沢地域ケアプラザ
対 象/・妊娠中の方、10 ヵ月までのお子さん
のお母さん（いずれも第１子対象）
申込み/ ケアプラザ地域係へ

●

回覧

上記の間、汲沢地域ケアプラザは相談業務・
貸し館事業・図書コーナー・デイサービス等
電話、窓口含めて全て休館休業となります。
お部屋の予約は１/４より受付します。
新年は 1 月 4 日（金）から開始します

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

いちご座の

★

汲沢中学校の

★
★
(土)

無料

★

１３：３０～１５：００頃
場所：汲沢地域ケアプラザ

★

汲沢地区青少年指導員主催・汲沢地域ケアプラザ共催

お子さまからおじいちゃん・おばあちゃんまで、一緒に楽しい
ひとときをに過ごしませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。

日 時：
時 間：
場 所：
参加費：
申込先：

１月 19 日（土）
午前 10 時～12 時
汲沢地域ケアプラザ
おひとり 200 円
汲沢地域ケアプラザ地域係

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。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？作った
作品は、後日色付け焼
成してお渡しします。

どなたでも
利用できます。

新しい本

貸出は ひとり３冊、
2 週間 までです。

入りました!

図書コーナーには約 3,500
冊の本があります。赤ちゃん
向けの絵本から文字の大き
な大活字本まで用意してい
ます。*貸出は窓口まで*

●ブラタモリ⑧ / NHK｢ブラタモリ｣制作班
●下町ロケットガウディ計画 / 池井戸潤
●旅猫リポート / 有川 浩
★ご利用ください★
●コンビニ人間 / 村田沙耶香
●一路 上・下 / 浅田次郎
戸塚図書館コーナーの本を

●クリスマスってなあに
●お問合わせ・お申込みは

/ディック・Ｂほか

200 冊入れ替えました。

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

「相続」や「遺言」と聞いても、「うちには相続する財産なんてないし…」
「家族は仲がいいから大丈夫」という人も多いのでないでしょうか？
実は財産の多い少ないに関係なく、誰もがトラブルに巻き込まれるかも
しれない身近な問題なのです。
本講座では、法律的内容を実例をもとに分かりやすく説明するとともに、
トラブルに巻き込まれないために今からできる準備についてもご紹介します。
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？

年齢は問いません。関心のある方はどなたでもご参加ください

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)
申込み・お問い合わせは

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 12 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

10:00～12:00

陶芸教室★

かいごカフェ

14日（金）

13:00～14:30

お休み

やきもの遊び
どれみの森のお友達★

21日（金） 10:30～12:00

日時：12 月 11 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

１日（土）
８日（土）

9:３0～12:00

ぐみざわ倶楽部★

17日（月）

13:30～15:30

プレママ・プチママ集まれ

19日（水）

13:00～14:30

8日（土）

11:00～14:00

トンとん

12 月 1 日（土）午後～12 月 26 日（水）午前
「心

の

感

動」 写真展
小野 清治

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。
◆12 月 14 日（金）13:00～14:30
お琴とパーカッションと歌でおくる
「癒しのコンサート」です。
◆1 月はお休みです
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
★貸出しには登録が必要です

10 月にご寄付を頂いた方

齊藤 辰也 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 30 年 12 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

ランチバイキング
を実施しました

10 月 21 日、28 日の日曜日に、毎年恒例となりましたランチバイキングを今年も開催しま
した。今回は昨年よりも多くのご家族に参加していただき、大変賑やかな会食となりました。
今年のメニューは、おなじみとなった「よこすか海軍カレー」の他に、自家製のポテトチップ
等の新メニューも加わり、バラエティーに富んだ内容となりました。また、デザートもたくさん
用意し、見た目にも彩り鮮やかでした。
会が始まると皆さま思い思いに好きな食事を取り分け始め、ご利用者・ご家族とも美味しそう
に召し上がっている光景を見ると、とても微笑ましく感じられました。
また来年も皆さまに楽しんでいただける様に更に趣向を凝らしていきたいと思っております。

平成 30 年 12 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

料理レク～お好み焼き～

掘り
切って・混ぜて・焼
いて！
皆さんで美味しく
食べて、元気！

デイ文化祭
ぜひ、見に来て下さい！

～お歳を重ねても、お元気で～
担当させていただいているご利用者様で、今年 105 歳のお誕生日を迎えられた方がいらっし
ゃいます（戸塚区内の男性で最高齢です！）。とてもお元気で、ご自分の足で歩き、食事も若い
方と同じようにしっかりと召し上がっています。
お若い頃の事を質問すると、幼少の頃やお仕事をされていた
頃の事を、活き活きとお話ししてくださいました。
デイサービスでのお風呂を楽しみにしていらっしゃる
との事。これからも、お元気でいていただきたいと
願うと共に、微力ながらサポート役としてお力に
なりたいと考えるケアマネジャー一同であります。
介護に関するご相談は

TEL861-1727 まで、お気軽にどうぞ

