発行・編集：横浜博萌会

高齢者福祉センター

■
■特別養護老人ホーム
■

２０１９年
平成３１年
汲沢地域ケアプラザ・汲沢地区社会福祉協議会共催

ほっこり

ぐみ Café カフェ

オープン!

ケアプラザ店

参加費
誰でも来ていい、
自由なカフェです。
おひとりでもどうぞ。誰かとおしゃべりにどうぞ。お待ちしています。 \200

対

音楽遊びで親子でスキンシップ♪
お友達と遊びながら
お母さんにもお友達ができちゃう！

一緒に参加しませんか？
毎月第３月曜日の午後の
ひとときを健康体操・工
作・園芸などの楽しい催し
へ皆さんと一緒に参加しま
せんか。
毎回、おいしいお茶と
お菓子もいただきます。

象：１才～4 才児の未就園児とその保護者
※4 月２日現在、１才に達しているお子さん
日 時：第３金曜日 午前 10 時 30～12 時
4/19、 ５/1７、 6/21、 7/19、 9/20、 10/18、
11/15、 12/20、 1/17、 ２/21 (8,3 月お休み)
場 所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
参加費：2000 円(全 10 回/行事用保険代含む)
定 員：20 組 40 名 ※応募多数の場合は抽選
講 師：武村祐子先生 (横浜こども専門学校講師)
申込受付期間：3 月 1 日(金)～3 月 29 日(金)まで

ぐみざわ倶楽部

毎月第 3 月曜日 午後 1 時 30～3 時 30（９・３月は第２月曜日）
●対
象：概ね 65 歳以上の方 ＊送迎はありません
●場
所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
●参加費 ：材料費等
●定
員：30 名 ※応募多数の場合は抽選
●申込受付期間：3 月 1 日(金)～３月 29 日(金) まで

●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

作品の形作りから釉薬掛けまで体験できます。
初めての方も大歓迎！お気軽にお申込み下さい。
～ お申込みは ３月１日(金)から ～
■日 程：
４月 ６日（土）形成
４月 13 日（土）削り
５月 ４日（土）釉薬掛け
５月 11 日（土）作品評会

入りました!
★ご利用ください★
１Ｆにある図書コーナーには
約 3,500 冊の本があります。
赤ちゃん向けの絵本から文字
の大きな大活字本まで用意し
ています。*貸出は窓口まで*

間：9 時 30 分～12 時
所：汲沢地域ケアプラザ
地域ケアルーム
■参 加 費：2000 円(材料費)
■募集人数：20 名※先着順

話題の本
人気作家
受賞作 など

新しい本

■時
■場

どなたでも
利用できます。
貸出は ひとり３冊、
2 週間 までです。

●怪物の木こり / 倉井眉介
●坂の途中の家 / 角田光代
●ビブリア古書堂の事件手帖
～扉子と不思議な客人たち～

/ 三上 延

●フランス人は 10 着しか服を持たない

パリで学んだ”暮らしの質”を高める秘訣/J･L・スコッﾄ

●血脈 上・中・下

/ 佐藤愛子

ほか

北汲沢地区「統一防災訓練」！ 踊場地区センターまつり
地域活動紹介コーナー
2 月 3 日（日）に「踊場
地区センターまつり」が開
催されました。2 階大会議
室では「地域の健康づく
り」をテーマに、活動紹介
パネル展や北汲沢、踊場
地区の保健活動推進員による「健康測定」、３地区
ケアプラザは「車椅子講習会」を北汲沢地区 連合町内会と汲沢小学校共催「クローバースポーツ
社会福祉協議会の皆さんと一緒に担当し、大 クラブ」から「スラックライン」の体験コーナー等、
600 名以上の皆さんが来場され体験されました。
勢の皆さんに体験して頂きました。

１月 27 日（日）踊場公園
円形広場で北汲沢地区主催
「統一防災訓練」が開催さ
れました。当日は 100 名
を超える住民の皆さんが参
加され、心肺蘇生法を始め
煙体験等体験されました。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

汲 沢 地 域 ケアプラザ

ご利用者アンケート
ご協力ありがとうございました
より良いケアプラザの運営を目的として、今年もご利用者アンケートを実施いたしました。
合計で２６９名（地域活動 90 名、包括支援センター14 名、介護予防 39 名、居宅介護支援 60 名、
デイサービス 66 名）の方からご意見､ご要望を頂きました。その中のいくつかをご報告いたします。
○印：ご意見 ●印：ご要望
〇 いつも施設を快適に使わせて頂いています。ありがとうございます。

地域
活動

● ボランティアルームの絨毯をきれいにして下さい。
回答：専門業者によるクリーニングを定期的に行っていますが､絨毯の経年劣化
がみられるため、平成 31 年度以降､床のリフォームを検討していきます。
〇 朝、連絡をしてすぐに対応していただくことができました。よかったです。

包括
支援ｾﾝﾀｰ

● かいごカフェなど、もっと参加者が増えてほしい。

回答：年間を通して行っている事業は､案内のチラシを複数回に分けて配布
するなど、地域の皆様にもっと知っていただくよう努力いたします。

〇 介護サービスの利用は初めてで不安でしたが、とても親切に説明して頂き、私に

合ったサービス事業所を紹介してもらい、楽しみながらリハビリを頑張っています。

介護
予防

● 介護保険の対象とならないサービスについて、詳しい説明がなかった。

回答：介護保険外サービスについては、常日頃から情報提供を心がけております
が、更に個々に必要としている情報を積極的に説明して参ります。

〇 無理なお願いにも誠意を持って対応して頂き、感謝しています。
居宅
介護支援 ● 家の中の整備状況についても、よく見まわって下さい。
(ケアマネ)

回答：お家の状況を確認することもケアマネの大切な仕事です｡ご利用者､ご家族
の許可を頂きながら､浴室やトイレ等に不自由がないか確認徹底して参ります。

ー

デイ
サービス

〇 毎回とても楽しみに行かせて頂き、家にいる時よりも格段に
元気になって帰宅します。

● 家族も年齢が高くなっているので、電話対応の時、早口で
聞き取れない。ゆっくりと大きな声で話してほしい。

回答：送迎中も含めて電話対応時は、大きな声で名乗って
から、要件をゆっくりと伝えるよう徹底して参ります。

今後ともお気づきの点がございましたら、遠慮なくお申出下さい。

■汲沢地域ケアプラザ３月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

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

２日（土）
９日〈土）

11日（月） 13:30～15:30

かいごカフェ

8日（金）

13:00～14:30

ぐみざわ倶楽部

やきもの遊び

16日（土）

10:00～12:00

トンとん★

どれみの森のお友達

9:30～12:00

２日（土） 11:00～13:00

お休み

日時：３月 12 日（火）・3 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

◆3 月 8 日(金)13:00～14:30 懇話会
初めに軽くストレッチ体操をします
◆4 月 12 日(金) 内容は検討中です。
お楽しみに。
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

2 月 16 日（土）午後～３月 15 日（金）午前
「吊るし雛」展
雛の会 氏
３月 16 日（土）午後～３月 31 日（日）午前
「汲沢地域ケアプラザの四季の草花写真」展
上田 幸子 氏
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

1 月にご寄付を頂いた方
長田 成子様、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
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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 31 年 3 月号
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どんなお部屋にレイアウト
しようかしら

しらゆり園では、皆さまに快適な生活を送って頂くため、
お部屋のリニューアル工事を行いました！！
昨年の 10 月より、しらゆり園では、居室の改修工事を行いました。ご利用者それぞれのプライ
バシーがより守られよう、完成したお部屋は、これまでのカーテン仕切りから仕切り壁一体型の家
具を置き、通路側には引き戸を設置いたしました。
新しくなった家具やプライバシーが今まで以上に守られた居住スペースに、皆さん大変喜んで
いらっしゃいます。
【改修後】

平成 31 年 3 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

鬼は～
そと～！
福は～
うち～！

収穫した大根
を使用して
すいとん汁を
作るぞ！

デイサービスについて
前月号ではショートステイについてお伝えしましたが、今回はデイサービスについてのお話
です。一口にデイサービスといっても多種多様であり、どんな事をしたいか？によって利用先
を選択していただきます。
時間帯は、半日型（午前か午後、それぞれ 3 時間前後）と 1 日型（9 時頃～16:30 頃）。
内容は、「機能訓練を重視している」「のんびり過ごせる」など、
目的に合わせて選べます
事業所によって特色があり、雰囲気も大きく異なります。
また、利用料にも違いがあります。ご利用にあたっては、
一度ご見学される事をお勧めいたします。
お問合せは、汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ
電話：045-861-1727

