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タツミ訪問看護
ステーション内

高齢者の健康づくりを
５月～７月まで開催します｡

健康

「元気はつらつ・いきいき人生」にむけて、健康づくり
教室を開催します。今年度は矢部町付近の皆さまが通い
やすい タツミ訪問ステーション戸塚 の事務所をお借り
して行います。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。
また､お手伝いしてくださる方<ボランティア>を募集して
います｡健康づくりは 40 歳代からとも言われています｡一
緒に活動しながらご自身の健康づくりも楽しみましょう｡

◆日時：
５月30 日（水）、６月14 日（木）
６月27 日（水）、７月12 日（木）
◆会場:タツミ訪問看護ステーション戸塚
◆会費：無料
◆募集人数：20 名：先着順
◆内容 講座：健康づくりで大切なこと、
お口の健康、栄養の話、体力測定、

汲沢地域ケアプラザ地域包括支援センター045-861-5463

20 周 年 感 謝 を こ め て

ボランティア感謝会を開催しました！

日ごろ高齢者福祉センター(特別養護老人ホーム
｢しらゆり園｣､｢汲沢地域ケアプラザ｣)で活動されて
いるボランティアの皆さんへの感謝の気持ちを込め
て 3 月 4 日に「ボランティア感謝会」を開催しまし
た。当日は 130 名という大勢の方にご参加を頂きま
した。今年度は創設 20 周年を記念して横浜市立大学
管弦楽団による弦楽四重奏の生演奏やお食事とお酒
も少しご用意して、いつもより華やかな雰囲気の中で
楽しんで頂きました。
会の最後には、職員の出し物へのアンコールを頂いて、♪「オーシャンゼリゼ」を皆さんといっ
しょに歌い、手拍子でリズムを取って会場全体が楽しい雰囲気に包まれました。施設にとっても職
員にとっても、こころに残る、あたたかい感謝会となりましたことをご報告いたします。

回覧

東日本大震災から 7 年
被災地で日常を取り戻した人も、未だに故郷に帰れない人も
すべての人々が安心安全に暮らせることを心から願います。
私たちはあの震災を通して、日本人の

「助 け 合 いの心 」と、「感 謝 の心 」を確 信

しました。

７年 経 った 今 も 、そ の災 禍 を 決 して

風化させることなく、将来へと語り繋い

でいきたいと思います。

７年前の震災時は、ここ関東地方でも
大きな揺れを記録し、停電や火災などの
様々な被害が出ました。また、隣近所の
助け合いや地域でのつながりが非常に
大切であることも体験しました。
この震災の教訓を生かすためにも
お住まいの地域の防災、町内会や自
治会の取り組みについて、確認して

みましょう。

写真：
「軌跡の一本松」
ウィキペディアより引用

まずは
いっとき

一時避難場所へ！
近くの公園や
空き地など
いっとき

一時避難場所
広域避難場所

（小学校・中学校）
※市内震度５強以上で
開設します。

周囲の様子を見たり、次の避難場所に
移動する前に一時的に集まる場所です。
予め自治会・町内会で定めている
地域
大規模な火災が発生した場合、熱や煙
から身を守る為に火災がおさまるまで一時的に避難する
場所です。(旧深谷通信所・横浜市消防訓練センターなど）

家屋の倒壊や焼失などにより自宅での生活が困難に
なった時に、一時的に避難生活をする場所です。
地域の皆さんが中心となり、学校や行政と連携して
運営を行います。また、食糧・救援物資の配布や生活
情報の提供、家族の安否確認などを行う場所です。

地域防災
拠点

該当する
町名・番地
汲沢町

汲沢小学校

汲沢３丁目～
５丁目、８丁目

東汲沢小学校
汲沢中学校
戸塚中学校

汲沢町、
汲沢１丁目、戸塚町
汲沢町、
汲沢６丁目
汲沢７丁目
汲沢２丁目、
８丁目、戸塚町

該当する自治会・町内会
・汲沢町内会の一部 ・富士見町内会 ・大丸自治会
・平和台町内会 ・ぐみざわ東ハイツ自治会
・ぐみさわなか団地自治会 ・東明東町内会
・ライオンズマンション戸塚第３自治会
・ライオンズガーデン戸塚自治会 など
・平台町内会

・県営汲沢団地自治会

・汲沢警察公舎自治会

・東急汲沢台自治会

・東明西町内会

・新生自治会

・大久保自治会

・汲沢さつき町内会

・汲沢西団地自治会

・汲沢明和会
など

・六郎丸町内会

・汲沢町内会の一部

など

・踊場町内会（南部） ・東明会 ・新明会
・戸塚富士見丘ハイツ自治会 ・プライマルシティ自治会
・くみさわハイツ自治会 など

※上記の自治会・町内会名は必ずしも町名・番地と一致していない場合もあります。
また、記載されている自治会・町内会に所属されていない方や地域も対象になります。
※地域防災拠点は必ずしも決められた場所に避難しなければならないわけではありません。
あくまでも目安として下さい。
■大火災が発生したら、広域避難場所（旧深谷通信所・横浜市消防訓練センターなど）へ一時的に避難を！
■汲沢地域ケアプラザは高齢の要援護者の皆さんが避難される福祉避難所に指定されています。
（※平成 30 年 4 月から「特別避難場所」は「福祉避難所」に名称が変更されました。）

～汲沢小学校地域防災拠点訓練報告～
２月 25 日に汲沢小学校で地域防災拠点訓練が実施されました。
学校内に保管されている応急備蓄の確認や起震車の体験。また簡易
トイレセットを使用して排泄物に見立てた水に凝固剤を混ぜて実際
に固まる様子を確認されていました。地域防災拠点は住民の皆さん
自らが運営委員会を組織し運営されます。拠点訓練は地域防災拠点
に定められている各学校で実施されていますのでご確認下さい。

。
。
。
◆勤務時間：平日 17:00～21:00/土曜日 12:00～21:00(勤務日数については応相談)
※日曜祝日の勤務あり(8:30～17:30)
※時折イベントの補助や会議等で短時間勤務をお願いする日もあります。
◆電話連絡後、履歴書(写貼)を持参ください。
◆有給制度有、車通勤可 ほか
詳細はお問合せ下さい：汲沢地域ケアプラザ

電話 045-８61-1727

へ

や

総務課 部谷まで

■汲沢地域ケアプラザ４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

★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★

１3日（金）

やきもの遊び

お休み

どれみの森のお友達★

お休み

７日（土）
9:３0～12:00
１４日〈土）
お休み

ぐみざわ倶楽部★

11:00～14:00

１６日（月)

13:30～15:30

介護をされている方、介護を経験された方同士が日頃の
思いや悩みなどを話したりする場です。リフレッシュメニュー
も用意してありますのでお気軽にご参加ください。

◆日時：第２金曜日１３時～１４時３０分
４/１３、６/８、７/１３、９/１４、１０/１２、１１/９，
１２/１４，２/８，３/８（５月・８月・１月はお休み）
◆会場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
◆申し込みは必要ありません。当日直接お越しください。
◆参加費 無料
◆連絡先：地域包括支援センター

日時：４月１０日（火）・４月２５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

045-861-5463

4 月 1 日（日）午後～４月３０日（月）午前
デジタル写真＆パッチワーク展
竹の子会
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。

や
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
りしてほっこりした時間を過ごしませんか？

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）

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

深谷通信隊

汲沢小学校

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp
発行・編集：横浜博萌会 高齢者福祉センター
協力：ボランティアグループ「ケア友の会」

戸塚高校 文

中村三叉路

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿
宝寿院
まさかりヶ淵
市民の森

至立場

汲沢中学校

幼
横浜桜陽
高校入口

汲沢団地

高齢者福祉センター

特別養護老人ホームしらゆり園

汲沢地域ケアプラザ

●所在地・アクセス

ヤマダ
電 気

プライマル
シティ

至戸塚駅

横浜新道

横浜桜陽高校
社会福祉法人横浜博萌会

踊場交番

至横浜

文

E メール soumu@hakuhoukai.jp

までお気軽にどうぞ

至立場

長後街道

■■

かまくらみち

二軒家

日 時：5 月 19 日（土）10 時から 12 時
会 場：地域ケアルーム
参加費：200 円（１人）
お申込み：045-861-1727
地域係まで

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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ボランティアの皆さんに感謝...200%
しらゆり園では地域の方やご家族などたくさんのボランティアさんが
ご利用者のために活動してくださっています
ボランティアさん紹介①
入浴後に髪を整える活動

さっぱりしましたか？

ええ、
気持ちいいわ♡

ありがとね～♪

ボランティアさん紹介②
居室ベッドのリネン交換

○入浴後の整容
○ベッドのリネン交換
○備品の修繕
○環境美化
○クラブ活動の指導
○レクの支援
○おしゃべりのお相手

レクリエーションのお手伝い

などなど

ボランティアさんはご利用者の皆さん
の笑顔や元気のために大活躍です!!

お寿司屋さんや和菓子屋さんなどにも
ボランティアとしてご協力頂いています

平成３０年４月号

施設紹介

横浜博萌会 高齢者福祉センター

だんな様ぁ～

～カラオケ～
皆様、懐かしの歌『瀬戸
の花嫁』・『王将』・『北国
の春』・『だんな様』・『古
城』などを熱唱されてい
ます！
皆様も是非、見学にいら
してくださ～い！

デイの畑で採れた大根
を使ってすいとん汁を
作りました！女性も男
性も上手な包丁さば
き！心も体も温まりま
した～

平成 30 年 4 月からの介護報酬改定について
ケアマネジャーの役割として、病院などの医療機関から在宅復帰する際にスム
ーズに移行できるよう支援する事が挙げられます。これまでも、病気や怪我など
で入院された方が退院される際には、医療機関と連携しながら準備を整え、安心
してご自宅へ戻る事ができるようにサポートしていました。
今年 4 月の介護報酬改定では、この「医療機関との連携」が、よ
り重視されます。ケアマネジャーと医療機関は、入院中から連携し
て情報共有し、ご本人やご家族の意向に沿いつつ、どのような準備
が必要か十分に話し合い、介護サービス等の調整を行います。住み
慣れた自宅での生活を続けるための支援に努めます。
ご利用者様がご入院された際には、担当のケアマネジャーの名前
を病院にお伝えください。

汲沢地域ケアプラザ ケアマネジャーへ 045-861-1727

