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■
■特別養護老人ホーム
■

２０１８年
平成３０年
子育て支援自主事業

どれみの森のお友達は
音楽遊びを通して、
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！
お父さんや
おばあちゃん
おじいちゃんの
参加もOK！の
どれみの森です

毎月第３金曜日
午前 10:30～12:00 (4 月・３月を除く)
5/18、 6/15、 7/20、 ８/17、 9/21、
10/19、11/16、 12/21、1/18、 ２/15

対 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様
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となります
講 師 ：武村祐子先生 (リトミック指導/幼稚園教員免許証有)
申込受付期間：3 月 1 日(木)～4 月２日(月)まで

高齢者支援事業

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てみませんか。
催しの後は、おいしいお茶とお菓子をいただきます。

毎月第

月曜日 午後

●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（男女問わず）
●申込受付期間：

●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

図書コーナーに

話題の本、人気の作家

新しい本が入りました
●ダイイング・アイ
/ 東野圭吾
●木洩れ日に泳ぐ魚 / 恩田陸
●十津川警部
東北新幹線「はやぶさ」の客 / 西村京太郎
●鉄道ＫＩＮＧ
/ 山と渓谷
ほか
図書コーナーはどなたでもご利用いただけます。
本の貸出もしています。１階窓口で簡単に手続き
できますので、どうぞお気軽にお寄りください。

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(木)から ～
■日 程：
４月 ７日（土）形成
４月 14 日（土）削り
５月 ５日（土）釉薬掛け
５月 12 日（土）作品評会

■時
■場

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

●お問合せ・お申込みは 汲沢地域ケアプラザ地域係 電話 045－861－1727
介護をされている方、介護を経験された方同士が
日頃の思いや悩みなどを話したりする場です。
リフレッシュメニューもありますのでお気軽にご参加
ください。
◆日 時：第２金曜日１３時～１４時３０分
４/13、６/８、７/13、９/14、10/12、
11/９、12/14、２/８、３/８
（５月・８月・１月はお休み）
◆会 場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
◆申し込みは必要ありません。当日直接お越しください。
◆参加費：無料

●お問い合わせ先/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

ご利用者アンケート
ご協力ありがとうございました
地域の皆様に愛され、評価されるケアプラザの運営を目的としまして、今年もご利用者アンケートを
実施いたしました。合計で ２３７名（地域６０,包括１５,介護予防３５,居宅５４、デイ７３）の方々
からケアプラザへのご意見、ご要望をいただきました。
その中の幾つかを以下にご報告いたします。( 〇印：ご意見、●印：ご要望)

地域
活動

〇

包括

〇

支援ｾﾝﾀｰ

● 子ども向けイベントを増やして欲しい。
回答：定期的な自主事業や夏休みなどのイベントを実施していきますが、
新たなニーズに対応できるイベントや事業についても検討していきます。

居宅
介護支援
(ケアマネ)

ー

デイ
サービス

いつも皆さんにお会いできるのを楽しみに参加しています。

● 地域包括支援センターの存在及び業務内容の周知が、あまりされていない。
回答：様々な活動や業務を通して、地域の皆様に地域包括支援センターの
存在や業務内容についてご理解いただけるよう努めてまいります。

〇

介護
予防

皆さん明るく親切なので、気持ちよく施設を利用できて助かっています。

健康第一、笑顔第一で頑張ってください。

● 個人情報保護について詳しい説明がなかった。
回答：大切な個人情報の保護について、わかりやすく
丁寧な説明を心がけていきます。

〇

いつでも笑顔で細やかな対応をしてもらい、とても感謝しております。

● 介護保険対象外サービスについて、あまり説明がなかった。
回答：介護保険対象サービス(フォーマルサービス)だけでなく、介護保険
対象外サービス(インフォーマルサービス)についても積極的な情報
提供を行います。
〇

朝から楽しい気分にさせてくれる。皆さんやさしいです。

● 連絡帳に本人の様子をもっと記入してほしい。
回答：プログラムの内容だけでなく、ご利用者の表情や状態などもお知らせ
します。

今後ともお気づきの点がございましたら、ご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
かいごカフェ

毎週水曜日
９日（金）

やきものあそび

10:00～12:00

陶芸教室★

13:00～14:30

トンとん★

１７日（土） 10:00～12:00

どれみの森のお友達★

★印のプログラムは申込みが終了しています
3日（土）
9:３0～12:00
１０日〈土）
3日（土）

ぐみざわ倶楽部★

11:00～14:00

１２日（月)

13:30～15:30

お休み

日時：３月１３日（火）・3 月２７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 9 日(金)１３：００～１４：３０
「懇話会」
◆4 月 13 日（金）内容は検討中です
介護されている方、介護を経験された方が
対象です。
お問合わせは 地域包括支援センター
電話 045-861-5463

2 月 16 日（金）午後～3 月 15 日（木）午前

[つるし雛と創作作品] 展

雛の会

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

１月にご寄付を頂いた方
岡村美恵子 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。

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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生協戸塚病院
至藤沢
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「しらゆり園」相談調整室のお仕事
以前、相談調整室の仕事として「入所候補者の訪問調査」
「入所者のケアプ
ラン作成」について紹介させていただきました。今回はそれ以外に行ってい
る業務について改めて紹介したいと思います。
「しらゆり園」には家庭や在宅では生活が困難な、要介護 3 以上の方が入
所され生活されています。相談調整室はご利用者が快適に過ごせるよう家族、
関係機関、しらゆり園内の調整を行っています。

介護者の負担軽減を目的に、ショートステイ受入れを行います
しらゆり園では、一人暮らしや介護者の急な入院、旅行、冠婚葬祭、介護
負担の軽減などを目的としたショートステイを受入れています。住み慣れた
自宅、地域で長く生活するための利用相談も承っています。

病院の通院、他制度の活用など、関係機関との調整を行います
体調を崩したので病院へかかりたい、成年後見制度を使いたい、生活状況
や収入に応じた他制度の補助や支援を受けたい。など、ご利用者やご家族が
しらゆり園で生活する上での様々な相談や質問をお受けし、時には一緒に区
役所や病院に出かけて行きながら、支援を行っています。

相談調整室はいつでも見学や相談を受け付けています。
相談調整室の生活相談員はケアマネジャーの資格を持っています。生活相
談員は、
「しらゆり園」ご利用者の家族や外部との各種手続き相談調整のほか、
在宅の方々の見学や相談を受け付けていますので、お問合せ下さい。

●お問合せ先/しらゆり園相談調整室：電話 045-861-1112

ご利用者の皆様からご返答いただきました平成 29 年度アンケート結果をまとめましたので
ご報告させていただきます。（回答者５１人）
ヘルパーに関しては高評価をいただき、相談や愚痴を聞いてもらっていると感謝の気持ちを
記入してくださった回答がとてもありがたかったです。ただし活動に関しては『よくやってく
れている』という意見もたくさん頂きましたが『時間がないため、お願いできないでいる』、
『床
を拭いて欲しい』、
『時間になると帰ってしまうので結局自分でやらなければならない』などと
言った意見も頂きました。介護保険制度では【自分で出来るところはやっていただく】という
ことも伝えてはいますが『元々体が辛くて頼んでいるのに…』と言った思いもあると思います。
訪問介護という仕事は、限られた時間の中で出来るだけ効率的に働かなければならないという
制約もあり、ご利用者のご希望に添えないことが多々あります。アンケートの多くの『ヘルパ
ーはしっかりと仕事をしてくれている』というお褒めの言葉に勇気づけられますが『相談した
いがなかなか出来ない』といったご意見には、しっかりと受け止めて、ご希望に添えるように
していきたいと思います。
いろいろ貴重なご意見をありがとうございました。今後ともサービス向上に努めていきたい
と思います。
●お問合せ先/ほほえみステーション：電話 045-861-1431
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施設の紹介
看護師さ～ん！
デイサービスでは、来所時にご利用
者の健康チェック（体温､血圧､脈拍、
問診等）を行っております。また、
手足の爪切り、入浴前後の処置、
投薬、生活相談も行っており、在宅
生活のサポートをしております。
優しく笑顔あふれる看護師がお待ち
しております！
ぜひ、一度見学にいらして下さいね。

毎年恒例行事！
元気いっぱいに
豆まきを行いま
した。
「鬼は外～
福は内～」

ケアマネジャーって何をするひと？
原則 65 歳以上の方が病気や怪我などをきっかけに､生活にサポートが必要になったとき、
要支援または要介護認定を受ける事で、介護保険サービスを利用する事ができます。
ケアマネジャーは、サービスのご紹介や提案､利用手続き､その他介護保険外の支援（医療
や地域のサポートなど）に関する情報提供など､住み慣れた地域で生活できるようお手伝い
するのが役割です。
汲沢地域ケアプラザでは、5 名のケアマネジャーが担当の
ご利用者様の介護サービス利用に関するお手伝いをさせて
いただいております。

●お問合せ： 汲沢地域ケアプラザ・ケアマネジャーへ

電話：045-861-1727

