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参加者募集！健康づくり体操
5 月～7 月まで踊場駅近くにある「タツミ訪問看護ステーション戸
塚」のご協力で「いきいき健康づくり教室」を 4 回開催してきま
したが、引き続き 9 月から毎月開催することになりました。
参加者を追加募集します。ストレッチ、筋力トレーニング（ハマ
トレ体操）脳トレ体操など行います。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。
〈お問い合わせ・お申込は〉
汲沢地域ケアプラザ地域包括支援センター

電話：045-861-5463

１階の
図書コーナーに

新しい本、入りました！
●大家さんと僕

/ 矢部太郎

●かがみの孤城 / 辻村深月
●万引き家族

/ 是枝裕和

●未来のミライ / 細田守
●わけあって絶滅しました / 丸山貴史 など
図書コーナーは・・・・・
どなたでもご利用できます。本の貸出もしていますので、お気軽にお寄りください。

7 月 28 日（土）に予定していた今年の「ぐみざわ納涼祭」は、
台風の影響で中止となりました。また来年のお越しをお待ちしています。
お申込み・お問い合わせは
ケアプラザ窓口・お電話で

回覧

汲沢地域ケアプラザ･地域係

045－861－1727

よこはま

シニアボランティア
ポイント登録研修会
ボランティアに興味のある方
ご参加をお待ちしています!
日時：10 月 28 日(日)13:00～15:30
場所：汲沢地域ケアプラザ
よこはまシニアボランティアポイント
横浜市民で 65 歳以上のボランティア活動を奨
励する制度です。登録施設での活動でポイント
がたまり、年に一度換金も可能です。

初心者向け体験
陶芸教室です。
自作の器で
コーヒータイムは
いかがですか?
お気軽にお申込下さい。
●日程
11/３(土)形成、10(土)削り
12/１(土)釉薬掛け､８(土)作品評会
●時間：9 時 30 分～12 時
●定員：20 人●参加費：2000 円
●場所：汲沢地域ケアプラザ
～お申込は 10 月１日(火)から～

汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園/共催

出産を控えたプレママも、
ママになりたてのプチママも、
出産・育児に関する不安や
疑問を聞くチャンスです！

主任児童委員とは

◆日時：

11 月は
離乳食講座
(試食あり)

10 月 31 日(水)
11 月 28 日(水)
12 月 19 日(水)

地域で０～18 歳の子ども
の見守りと子育て家庭の
支援を行います。
地域の子育てサロンの運
営や関係機関との連携も
活動の一環です。

◆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。

◆内容：赤ちゃんのおも
ちゃ作り､手遊び、絵本の
◆場所：汲沢地域ケアプラザ 読み聞かせなど
毎回

13 時～14 時 30 分

（汲沢・北汲沢・踊場地区）
3 地区主任児童委員連絡会“ぐみさん会”

「戸高学び塾」で開講しました！
親子で知って欲しい、小さな命とのかかわり方
～10 代での妊娠出産について～

8 月８日、戸塚高校の生徒・一般向け
講座「戸高学び塾」で汲沢・北汲沢・
踊場地区３地区の主任児童委員連絡会
“ぐみさん会”が講座を行いました。
地域で活動されている主任児童委員
ならではの視点から若年妊娠にともな
うリスクの話や“揺さぶられっ子症候
群”の体験等が行われ、真剣なテーマに
参加者の方から「大切なこと。ぜひ子ど
もにも聞かせたいと思いました。」と感
想が寄せられました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

❿東明会
❶新生自治会

8 月 4 日(土)

7 月 21 日

東明会広場

⓫踊場町内会
８月 4 日(土)・5 日(日)

壱町ヶ谷公園

❷戸塚富士見丘ハイツ自治会
8 月 25(土) 会場：集会所周辺

❺新明会 7 月 22 日(日)

踊場町内会館

⓬東明東・西町内会
８月 4 日(土)

階段下広場
踊場公園円形広場

各町内会お祭り会場地図

⓮六郎丸町内会
８月 18 日(土)

❻大丸自治会 8 月 4 日(土)
六郎丸町内会館

⓯東急汲沢台自治会
８月 25 日(土)
（会場：汲沢町公園）
大丸自治会館前

❾汲沢西団地自治会
8 月 4 日(土)・5 日(日)

団地前広場

台風の影響で中止
7 月 28 日（土）

❸平台町内会
❹ぐみざわ納涼祭
❼富士見町内会
❽平和台町内会
⓭プライマルシティ
自治会

■汲沢地域ケアプラザ９月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

★印のプログラムは申込みが終了しています

毎週水曜日

10:00～12:00

陶芸教室★

１日(土)
８日(土)

９:３0～12:00

かいごカフェ

14日(金)

13:00～14:30

ぐみざわ倶楽部★

10日(月)

13:30～15:30

やきもの遊び

15日(土)

10:00～12:00

どれみの森のお友達★

21日(金)

10:30～12:00

9 月 2 日（日）午後～9 月 30 日（日）午前
日時：9 月 11 日（火）・9 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

◆ 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。
◆10 月 12 日（金）13:00～14:30
「懇話会」
お問い合わせ：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

「第７回

書道羊雲会」展
書道羊雲会

様

10 月 1 日（月）午後～10 月 31 日（水）午前
「第 14 回

白峯」展
小原 ユミ子

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

7 月にご寄付を頂いた方

石塚 正夫 様
ありがとうございます。
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

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

幼
横浜桜陽
高校入口

汲沢団地
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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 9 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

暑くて外に出掛けられないしらゆり園では、スイカ割り
など涼を味わえるレクリエーションで夏を楽しんでいます。

こちらはアサガオやゴーヤで作ったグリーンカーテン。
5 月に植えた苗が立派に育ち、真夏の強い日差しを遮って
くれています。

平成 30 年 9 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

夏の恒例行事！
汲沢デイ夏祭り！
盆踊りや縁日を皆様と
一緒に楽しみました！

「1 日の流れ」
②大きなお風呂で
体も心もリフレッシュ！

①送迎車にてお迎えにいき
帰りもお送りします！

③レクリエーション！
楽しみながら、一緒に
体を動かしましょう！

10 月より、生活援助サービスの月利用の上限届け出ルールが発効されます。
介護保険で、訪問介護サービス（ホームヘルパー）をご利用の方は非常に多いと思います。
その中で、平成 30 年 4 月の改正で、生活援助（お掃除、洗濯、調理等）中心のサービスに
ついては、月の利用回数が統計的に見て下記の「標準回数」より多いとされる場合、ケアマネジ
ャーは、ケアプランを市町村に届け出ることになりました。
この 10 月よりそのルールが発効されますので、ご注意下さい。
標準回数は、要介護度別に以下の回数となります。
・要介護１→ 27 回／月 ・要介護２→ 34 回／月
・要介護３→ 43 回／月 ・要介護４→ 38 回／月
・要介護５ →31 回／月
＊一日複数回の利用については、回数分計上されます。
詳しくは担当のケアマネジャー（汲沢地域ケアプラザ ８６１－１７２７）にお尋ねください

