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平成 30 年

Ｍ

集 まれ ！
妊婦さん!
新米ママさん!

出産を控えている妊婦さんは不安や疑問などを、
新米ママさんも育児について話を聞けるチャンスです！

5 月30 日（水）・ 6 月27 日（水）・ 7 月25 日（水）

*後期は 10月31日（水）・11月28日（水）・ 12月19日（水）の予定です。
後期 11 月は
離乳食講座
(試食あり)

参加者募集中！

◆時間：毎回 13:00～14: 30
◆内容：赤ちゃん用おもちゃ作り、
手遊びや絵本の読み聞かせなど
◆場所：汲沢地域ケアプラザ
多目的ホール
◆対象：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。

無料

※都合により予定は変更する場合があります
汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

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！参加者同
士の交流や情報交換の集いの
場としてどうぞ！

日時：５/19（土）、7/21（土）、
9/15（土）、11/17（土）、
１/19（土）、３/16（土）
時間：10 時～12 時
場所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム
参加費：各回 おひとり 200 円

●お問合わせ・お申込みは 汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

回覧

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 ５月１日(火)から ～
● 日 程：
●時 間：9 時 30 分～12 時
6/2（土） 形成
●場 所：汲沢地域ケアプラザ
6/9（土） 削り
7/7（土） 釉薬掛け ●定 員：20 人
7/14（土）作品評会 ●参加費：2000 円

どなたでもご利用できます。
貸出は ひとり３冊 2 週間 まで

新しい本

入 りました

汲沢地域ケアプラザの図書コーナーには、３５００冊の図書を
揃えています。赤ちゃん向け絵本から文字の大きな大活字本ま
で、どなたでもご利用いただけます。貸出は一階窓口で手続き
をお願いします。

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

「水木しげる

描いている人

●お問合わせ・お申込みは

住まいは東京

●あおくんときいろちゃん / レオ・レオーニ
●あなたをずっとあいしてる/ 宮西たつや ほか

書きからわ

●西郷どん！(全３巻)
/ 林真理子
●青くて痛くて脆い / 住野よる
●凍りのくじら
/ 辻村深月
●みんなママのせい？
/ 大日向雅美
●母さん、ごめん。 50 代独身男の介護奮闘記 / 松浦晋也
●「もう疲れた」と思ったときに読む本
/ 齋藤茂太

２月１７日に神奈川県司法書士会横浜西支部の講師を
招き「備えて安心相続の基礎知識と遺言書の書き方」
講座を汲沢地域ケアプラザで開催いたしました。
講師より「相続とは」
「法定相続分とは」など基礎的な言葉の説明や、
「遺言書が無くて困ったこと、あって助かったこと。」など具体的な事例の説明がありました。
参加者の方からは「高齢社会に必要なテーマで良かった。」「遺言書を作成する参考にしたい。」
といった感想や多くの質問が寄せられ、参加者の方の関心の高さをうかがい知ることができま
した。当日は多くの方にご参加いただき有難うございました。

健 康 相 談
横浜市では各地域ケアプラザに協力医がおり、（医師会からの派遣）
地域にお住いの皆様の「無料健康相談」を行っています。
汲沢地域ケアプラザの協力医は三宅医院の院長 三宅裕史先生です。
今年度も次の日程で行いますので、お越しください。

日時

場所

日時

場所

4/10（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

10/9（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

4/24（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

10/23（火）12:30～13：30

踊場地区センター

5/8（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

11/20（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

6/26（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

12/11（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

7/10（火）12:30～13：30

踊場地区センター

平成 31 年

7/24（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

1/22（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

8/7（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

2/12（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

8/21（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

2/26（火）12:30～13：30

踊場地区センター

9/11（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

3/12（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

9/25（火）13～13：30

汲沢地域ケアプラザ

3/26（火）13～13:30

汲沢地域ケアプラザ

高齢者福祉センターに寄せられた苦情・相談などの報告
平成３０年１月～３月までの苦情相談はありませんでした。
皆さまの貴重なご意見等をお寄せください。

汲沢地域ケアプラザ

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 5 月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

お休み

かいごカフェ
やきもの遊び

10:00～12:00

★印のプログラムは申込みが終了しています
5日（土）
１2日（土）

陶芸教室★
トンとん★

9:30～12:00

お休み

11:00～14:00

19日（土）

10:00～12;00

ぐみざわ倶楽部★

21日（月）

13:30～15:30

どれみの森のお友達★ 18日（金）

10:30～12:00

プレママ・プチママ集まれ

30日（水）

13:00～14:30

日時：５月 8 日（火）・６月 26 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

◆５月はお休み
◆６月 ８日（金）13:00～14:30
「高齢者施設の種類や特色のはなし」
講師：高齢者施設・住まいの相談センター
甘粕 弘志氏
介護されている方、介護を経験された方が対
象です。

お問合わせ先：地域包括支援センター
電話：045-861-5463

5 月 16 日（水）午後～５月 31 日（木）午前

「似顔絵と似顔絵ぬりえ展」
戸塚似顔絵の会

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。

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

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）

3 月にご寄付を頂いた方
かまくらみち

二軒家
深谷通信隊

■■

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

汲沢中学校

汲沢小学校

踊場地区
センター

汲沢団地

至原宿

まさかりヶ淵
市民の森

幼
横浜桜陽
高校入口

E メール soumu@hakuhoukai.jp

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
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

宝寿院

至立場

汲沢団地

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

プライマル
シティ

至戸塚駅

横浜新道

横浜桜陽高校
高齢者福祉センター

ヤマダ
電 気

至横浜

文
社会福祉法人横浜博萌会

踊場交番

長後街道

「しらゆり園」家族の会様、清水信幸様
ありがとうございます。
ご利用の皆様のために有効に
使わせて頂きます。

至立場

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 5 月号

桜満開

今年は例年より早い桜の開花で、
天気が良い日も続き 3 月 23 日頃
より、ベランダや駐車場などで散歩
がてらお花見を楽しみました。
咲き誇る満開の桜の木の下で、
皆さん、なかなかその場を離れず
いつまでも桜を眺めている姿が
とても印象的でした。

横浜博萌会 高齢者福祉センター

平成 30 年５月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

満開の桜！
甘酒を飲み
ながら歌え
や踊れ♪
楽しい時間
を過ごしま
した！

ちらし寿司や
春の野菜天ぷ
らなどをご用
意 致 し ま し
た！沢山召し
上がられ元気
一杯です！

ご参加頂き
ありがとうございました！

～平成 30 年 4 月からの介護報酬改定について～
介護サービスを受ける時に支払う費用は、3 年毎に見直しが行われます。今年は見直しの年にあ
たり、サービス利用料の見直しが行われました。その中で、ご自宅へ訪問し支援する「訪問介護」
の報酬改定についてお伝えします。
食事や入浴の介助を行う「身体介護」は、専門的な知識や技術が必要であるため重視され、報酬
額が引き上げられます（そのため利用者負担額が増えます）。掃除や買い物などの生活援助につ
いては報酬額が引き下げられます（→利用者負担額が減ります）。また、ヘルパーが調理や掃除
などをご利用者と一緒に行う場合は、自立のために役立つという理由から、
「身体介護」と考え
られるようになります。
その他の介護サービスについても、4 月から見直しが行われていますので、
次回以降お伝えいたします。

