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ふれあい交流

～地域と共に歩む～

高齢者福祉センター

■汲沢地域ケアプラザ
■特別養護老人ホームしらゆり園
■ほほえみステーション
２０１８年
平成３０年

8 月号

9/15(土)
び

障がいのあるのお子さんと保護者の方を
対象とした粘土遊び教室です。
粘土を触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。

午前 10 時～12 時
参加費：おひとり 200 円
場 所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム

★釉薬掛け、本焼きは当方で行います

「しらゆり園」２階で活動している「書道クラブ」
現在ボランティアさんを募集しています。
２階のご利用者の皆さんと一緒に書道を楽しみ
ながら教えたり、教わったりする活動です。
ご興味のある方はご連絡お待ちしています！

汲沢地域ケアプラザにあります☆

👟👟 歩 数 計 申 込 書 👟👟
👟👟 歩数計リーダー 👟👟

楽しく歩いて病気予防につなげよう！

■活動日：毎月２回程度（※活動日は応相談）
■時 間：14 時～15 時ごろ
■場 所：特別養護老人ホーム「しらゆり園」
２階フロアー
■内 容：２階「書道クラブ」ボランティア
毎回 10 名ほどのご利用者の皆さんが
参加されます。

リーダーご利用可能時間
９：００～１７：００
よこはまウォーキングポイント事業事務局

汲沢地域ケアプラザ 地域係

回覧

045-861-1727

7 月 1 日(日)
汲沢地区社会福祉協議会主催

「七夕まつり」

汲沢地域ケアプラザで開催しました

今年も汲沢民生委員児童委員協議会
と連合子ども会との七夕のイベントが
開催されました。
「ふれあい会食会」に参加されているお
年寄りの皆さんに折り紙や水引きを使
った手の込んだ飾りを作って頂き、子ど
も達が願い事を書いた短冊とともに、青
少年指導員と汲沢中学校 V メイトの生
徒の協力のもと、個性豊かな七夕飾りが
出来上がりました。
最後に全員で 6 メートルの大笹飾り
を作り上げました。当日は、約 120 名
の皆さんに参加頂き、日本の風習を引き
継いでいく大切さを感じた１日でした。
皆さんありがとうございました。
汲沢地区民生委員児童委員協議会
会長 石井 徹

図書ボランティアさんと行く！

出張 行ってきました！
図書コーナー
６月 23 日(土)

おどりば ふれあい午後のカフェにて
～県営汲沢団地会館～

先日、ケアプラザから本を持って
出張する“出張図書コーナー”を
初めて開催しました。
ケアプラザの図書コーナーは
地域の方に自由にご利用いただい
ていますが、一方で“本が好きでも
ケアプラザは遠くて”という声も
届いていて、それに応えたく実現し
ました。

●

初めての出張先は「おどりば ふれあ
い午後のカフェ」。図書ボランティア
さんたちと選びに選んだ 65 冊と“本の
注文票”をたずさえ、当日は会場に広が
る良いコーヒーの香りと話し声と本と
で、楽しいひとときを過ごしました。

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

顔の見える関係作り
～地域にアプローチ～

ここに来ればいいらしい
～身近な相談窓口です～
暮らしの中で困ったことなど、幅広い相談を
受け、必要なサービスや機関を紹介します。

医療・福祉・民生委員等とネットワーク

また、成年後見制度の紹介、虐待の早期発見、

紹介をします。ケアマネジャーからの

消費者被害等に対応します。

相談をうけ、後方支援を行います。

自 立 支 援
～いつまでも元気に～を応援します～
元気に楽しく、生きがいをもって暮らせるよ
うに、健康チェックや相談、介護予防講座を
行っています。元気づくり
ステーション等、皆さまの
健康づくり活動も応援します。

づくりや介護保険等の制度やサービスの

介護予防支援
～生活のサポートをします～
要支援 1・2 の方のサービス利用の
調整・支援を行います。

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
職員の対応
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ていきます。全員で注意喚起を行いました。

ほほえみステーション
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・体調の悪い職員に介護され怖かった。
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⇒体調の悪いときは自己判断せず相談すること

決

未解決
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その他

サービス内容

平成 30 年 4 月～6 月までの
苦情・相談などは３件でした。

地域ケアプラザ

対応結果

【主な苦情等相談内容と対応】
・職員から高飛車な態度で対応された。指示的

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

な言い方をされた。
⇒真摯に受け止め、丁寧な説明や対応を心がけ

を周知しました。信頼回復に努めてまいります。
参ります

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ８月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

10:00～12:00

★印のプログラムは申込みが終了しています
４、１８日
10:00～12:00
２５日〈土）

夏休み親子陶芸教室

お休み

かいごカフェ

お休み

陶芸教室★

やきものさろん

お休み

ぐみざわ倶楽部★

２０日（月)

13:30～15:30

どれみの森のお友達★ １７日（金） 10:30～12:00

日時：８月７日（火）・８月 21 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月１日（水）午後～８月 15（水）午前
「バルーンアート」展
～海のパラダイス～
小金井一美

様

8 月 16 日（木）午後～８月 31 日（金）午前

「ケアプラザ職員手芸作品」展
汲沢地域ケアプラザ職員
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。

◆ ８月はお休み
◆ 9 月 14 日（金）13:00～14:30
リラックスヨガを行います。
動きやすい服装でお越しください。
お問い合わせ：地域包括支援センター
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。
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）

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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平成 30 年 8 月号

5 月 23 日（水）

横浜博萌会 高齢者福祉センター

大外出レクリエーション

開催しました！
三溪園、横浜中華街に出掛けました。週間天気予報
では天候が心配されましたが、皆様の思いが通じ雨
の降る前に三溪園を散策することができました。
庭園散策や鯉に餌をあげたり、季節の花を見学
し、
「きれいだね」
「楽しいね」と皆さんの笑顔があ
ふれ、帰ったら俳句を作ると意気込んでいる方も
いらっしゃいました。

重慶飯店では、お財布の中身を確認しな
がら１人１人自分の好きな料理を選ば
れ、食事を楽しまれました。車中では歌
を歌ったり、会話が弾んでいました。
思い出に残る楽しい 1 日となりました。

平成 30 年８月号

アイスやフルーツ、寒天等をお好き

横浜博萌会 高齢者福祉センター

今年も短冊に願いを込め、飾り
と共に笹に飾りました！皆様の
願いが叶いますように！

なだけ取って頂き、沢山召し上がっ
て頂きました。
ボランティアさんもお手伝いに来
て下さいました！

夏場は体調を崩しやすい為、皆様の体
温・血圧等を測定して体調確認をして
から安全に入浴して頂いています。

～いつも元気をいただいています～
デイサービスご利用の朝来所されると事務所へ
声をかけてくださる A さん。
「みなさん、おはようございます！！」と、
いつも元気にご挨拶してくださいます。
その笑顔と、元気いっぱいのお声に、職員一同
力をもらって、一日の業務に臨んでおります。
朝の挨拶で、こんなにも晴れやかな気分になるの
だなと、お声を聞くたびに思うケアマネジャーで
あります。
お問合せ：扱沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ
電話：045－861-1727

