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高齢者福祉センター開所記念

おもちつき大会開催！
5 月 1 日（火）に高齢者福祉センター（汲
沢地域ケアプラザ・しらゆり園）の開所を記
念して「おもちつき大会」を開催しました。
当日は汗ばむぐらいの五月晴れに恵まれ、
ご協力頂いた方も含めて 100 名を超える皆
さんが参加されました。日頃、２階や３階で
生活されている皆さんもお祭りの雰囲気に誘
われて外に足を運ばれ、中には車椅子を使用
されていた方が車椅子から立ち上がってお餅
をつかれている姿がとても印象的でした。
開催にあたっては、地域の皆
さんやボランティアの皆さん
を始め、近隣にある農協にも餅
つき用器具の貸し出し等でご
協力頂きました。
また、会場設営からお餅つき
の「つき手」や「まるめ」、
「パ
ック詰め」まで長時間にわたり
多大なご協力を頂きました。本
当にありがとうございました。
今後も高齢者福祉センター
をよろしくお願い致します。

7/28（土） 17:20～20:30 まで
毎年恒例の「ぐみざわ納涼祭」を今年も開催します！
日頃の感謝の気持ちをこめて盛大に開催いたしますので
皆さまのお越しをお待ちしております！

回覧

汲沢地区主任児童委員
汲沢保育園共催

や
☆彡 参加者募集!☆彡
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。

プレママ、プチママ
集まれ！
６/27（水）､７/25（水）
時間はいずれも 13 時～14 時 30 分

内 容：赤ちゃん向けおもちゃ作り、
日時：7/21（土）、9/15（土）、11/17（土）、
手遊び、絵本の読み聞かせ
１/19（土）、３/16（土）
対 象：出産を控えている方、
時間：10 時～12 時
10 か月までのお子さんとお母さん
11 月は
場所：汲沢地域ケアプラザ
*ともに第１子に限ります。
離乳食講座
地域ケアルーム
参加費：各回おひとり 200 円
*後期は 10/31（水）・11/28（水）・ 12/19（水）

ぐみさわ地域ケアプラザで 今年もやります！

☆★☆

夏休み子ども教室

mama craft 共催
ぐみさわ初☆一日まるごとクラフトアート

7 月 31 日（火）
午前の部 10 時～11 時 30 分
午後の部 13 時～14 時 30 分
☆午前・午後とも各４～5 講座開催予定
☆講座の詳細はお問合せください。

参加費：各講座ひとり 800 円
申 込：7 月２日(月)～

かわいいビーズストラップを作ろう♪
むずかしいところはボランティアさんが教えてくれるよ

☆★☆

大人気♪親子で参加の３日間体験教室

8 月 4、18、25 日（土）
いずれも 10 時～1２時
参加費：ひとり 500 円
申 込：7 月２日(月)～
先着 10 組 20 名まで

汲沢地区青少年指導員主催

いっしょに作ろう！

８月 19 日（日）

８月 19 日（日）

10 時～12 時

13 時 15 分～15 時 30 分

参加費：ひとり 500 円、先着 30 名
申 込：7 月２日(月)～

●お問合わせ・お申込みは

参加費など詳細は 7 月号でお知らせします

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

介護予防グループの紹介～身近な所で健康づくり～
※持ち物：水分、タオル、運動できる服装。上履きが必要なところもあります

わいわいがやがやクラブ
会場：ぐみさわ中団地 自治会館
・日時：毎月第 3 土曜日 10:00～12:00
・費用：無料
*1 月・4 月休み*
・内容：はまちゃん体操、ハマトレ体操他

元気づくりステーション

約１時間の健康体操が
始まりました。体操後は
みんなオープンカフェ
でわいわいしています。

元気づくりステーション

「ぐみの会」

「さくらの会」

・会場：六郎丸町内会館
・日時：毎月第１・第２・第 4 木曜日
13:30～15:30
・費用：1200 円/6 ヶ月
・内容：お口の体操、はまちゃん体操、
ハマトレ体操、セラバンドで筋トレ

・会場：県営汲沢団地 集会所
・日時：毎月第 1・第 2・第 4 水曜日
9:30～11:30
・費用：1,300 円/6 ヶ月
・内容：ストレッチ、セラバンドや
ソフティボールで筋トレや脳トレ

元気づくりステーション

元気づくりステーション

「さつき百の会」
・会場：さつき町内会館
・日時：毎月第１・第３火曜日
10:00～11:30
・費用：500 円/年
・内容：ストレッチ、セラバンドで筋トレ、
はまちゃん体操、ハマトレ体操

「健（まさる）会」
・会場：来夢の里 来夢ホール
・日時：毎月第 1・第 3 木曜日
10:15～11:45
・費用：500 円/6 ヶ月
・内容：ストレッチ、はまちゃん体操
ハマトレ体操、コグニサイズ

元気づくりステーション

「健やかクラブ」
・会場：ぐみさわ東ハイツ 集会所
・日時：毎月第 1・第 3 水曜日
10:00～11:30
・費用：1,200 円/６ヶ月
・内容：ストレッチ、タオル体操、脳トレ
セラバンドで筋トレ、ハマトレ体操

ゆずの会

平和台さわやかクラブ
・会場：平和台町内会館
・日時：毎月第 1 月曜日
13:30～15:30
・費用：無料
・内容：はまちゃん体操、ハマトレ体操
コグニサイズ（脳トレ）

ぐみぐみ会

・日時：毎月第 2・第 4 月曜日
10:00～11:30
・費用：無料
・内容：ストレッチ、はまちゃん体操
有酸素運動、セラバンドで筋トレ

・日時：毎月第 1・第 3 金曜日
13:30～15:30
・費用：無料
・内容：マットを使用したストレッチや体操
ラジオ体操、他

会場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール

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６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

８日（金）

13:00～14:30

トンとん★

お休み

やきもの遊び
どれみの森のお友達★ 1５日（金）

10:30～12:00

日時：6 月 26 日（火）・7 月 24 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

８日（金）13:00～14:30
「高齢者施設の種類や特色の話」
◆7 月 13 日（金）13:00～14:30
「懇話会」

お問合わせ先：地域包括支援センター
電話：045-861-5463

9:30～12:00
お休み

ぐみざわ倶楽部★

18日（月）

13:30～15:30

プレママ・プチママ集まれ

27日（水）

13:00～14:30

6 月１日（金）午後～6 月 30 日（土）午前

「デジタル画像 展」
名取

昭五郎

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。

◆6 月

介護されている方、介護を経験された方が
対象です。

２日（土）
９日（土）

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）

4 月にご寄付を頂いた方

■■

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

かまくらみち

二軒家
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」
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までお気軽にどうぞ
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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

佐藤未沙様、しらゆり園「家族の会」様、
竹田小都里様
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。

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 6 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

特別養護老人ホーム「しらゆり園」

理学療法士の役割について
しらゆり園では、加齢による衰えなどが原因となって、歩行や立ち上がるなどの動作が難
しく、介助が必要な高齢者が生活をされています。そこで利用者の皆様に対して、リハビリ
の専門職である理学療法士は、看護師や介護職員と協力しながら、生活の中でご本人の力を
発揮し、できる動作を維持して頂く為のサポートを行っています。今回は、その理学療法士
が普段どのような役割で仕事をしているか、紹介したいと思います。
・利用者の立ち上がる動作や、歩く動作を維持できるよう
サポートしています。
普段は車椅子を使用され、立ち上がり動作や歩くことが
難しい方でも、お部屋やトイレでの立ち上がり動作を一部
介助で行ったり、短い距離でも介助で歩くなど日々の生活
の中で、できる動作を維持して頂けるよう看護師や介護職
員と協力し、取り組んでいます。
理学療法士は、実際に動作を観察し、どのようにしたら
立ち上がる動作や、歩行が行いやすくなるかを伝え、適切
な介助方法を提案します。
・手足の関節が硬くなるのを防ぎ、横になっている時や車椅子に
座っている時に安楽な姿勢で過ごせるようサポートしています。
常時介助が必要な方へも、排泄介助の際に、手足の曲げ伸ばしの
運動や横になられる時に姿勢を整える介助を行ない、手足の関節が
固くなるのを防げるよう、取り組んでいます。
理学療法士は、手足の曲げ伸ばしの方法や、横になられる時の安
楽な姿勢に整える介助方法を提案します。また、車椅子で座って過
ごされる際の、安楽な姿勢を保てるような工夫や、食事の場面で安
定した座位姿勢をとっていただけるよう調整を行います。
理学療法士は、利用者にとって、その方のできる能力を
もとに、どのようにしたら生活の中で力を発揮していただ
けるか、看護師や介護職員をまじえて話し合い、最適な方
法を常に考えながら、日々のケアの提供を目指していま
す。日々の関わりの中で、利用者の笑顔をみられることが
私たちの大きな喜びです。
これからも皆様のお身体の機能維持や、できる動作を維持して生活が送れるよう、お手伝い
をしていきたいと思います。
理学療法士 岸 徹

平成 30 年６月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

季節のお花を楽しみながら毎日散歩をしています～

皆様、書道
を楽しまれ
ています！
経験者も初
心者も
大人気です
ぜひ！見学
にいらして
下さい♥

～平成 30 年 4 月からの介護報酬改定について ②～
介護サービスの費用は、３年毎に見直しが行われます。今月は、ご利用者の多い「通所リハビ
リテーション」の報酬改定について一部ですがお伝えします。
今回の改正から「通所リハ提供体制加算」が新設されました。これはリハビリを行う体制を強
化している事業所に与えられる加算で、利用者数が 25 名を超えるたびに 1 名の理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士が配置されている場合に算定されます。
そのため、現状は算定していない通所リハの事業所もあります。通所リハ
ビリテーションをご利用中で、加算の有無をご存じでない方は、担当ケアマネ
にお尋ねいただくか、毎月ケアマネジャーがお持ちしている「利用票」を確認
してみてください。

