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
ﾛｸﾞﾊｳｽ

ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ

地区ｾﾝﾀｰ
4 つの図書コーナーをめぐって
スタンプをゲット！全部集めたら
先着 100 名にすてきな
プレゼントありますよ♪ ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

★ おどりば・ぐみさわ図書めぐり 有隣堂東急プラザ戸塚店協力
スタンプラリー対象施設 ～だれでも本を借りれます～ ★

汲沢地域ケアプラザ ・ 踊場公園こどもログハウス
東汲沢小コミュニティハウス ・ 踊場地区センター

ぐみ☆

★アドベントカレンダー★

クラフトアート

クリスマスまでカウントダウン！
ペーパーを選んで世界に一つだけの
オリジナルのカレンダーを作ろう！
講師： 杉沼明子 先生
●日時：12/1(日)1000～1130
●場所：汲沢地域ケアプラザ
おとなも こどもも
●参加費：850 円(お菓子つき)
いっしょにかわいいもの作りましょ ●定員：先着 10 名 申込締切:11/24
mama craft 共催

★ １月(1/5) 年明けは日本の文化に親しみましょう「つまみ細工の髪飾りまたはブローチ」★

2019 年度 第２回 健康・医療講演会

汲沢地区社会福祉協議会・西横浜国際総合病院共催

白内障、緑内障、糖尿病網膜症等、放っておくと深刻な症状につながる疾患
について知っておくことで、予防に心がけましょう！
▷日時：12 月 14 日（土）13 時 30 分～14 時 30 分（開場：13 時）
▷会場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
▷講師：西横浜国際総合病院 眼科医長 伊藤 浩幸先生
（日本眼科学会専門医）
▷お申し込み：下記の連絡先またはケアプラザ窓口まで

●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

汲沢地区青少年指導員主催・汲沢地域ケアプラザ共催

★

★ ★

人形劇＆汲沢中学校合唱部

★

★

12 月恒例の『人形劇』と『合唱』の会を開催します！
今年もかわいい人形劇と汲沢中学校合唱部の歌声で
楽しいひと時をお届けします。人形劇は ★
昨年までの｢いちご座｣から
｢めるへん｣の皆さんに変わります。

★

★ どうぞお友だちやご家族と
★

(土)

いっしょにお出かけください。
会場：汲沢地域ケアプラザ
多目的ホール
★

１３：３０～１５：００頃

汲沢地区主任児童委員・汲沢保育園共催

妊婦さんも新米ママも、
育児の不安や疑問を聞くチャンス！

１１月２７日（水） 離乳食講座と試食、赤ちゃんのおもちゃ作り
１２月１９日（木） 手遊びと読み聞かせ、クリスマスブーツ作り
毎回
◆会
◆対

場：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール
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。

◆お申込み：汲沢地域ケアプラザ地域係まで

★

★

★
★

★

●

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。
作品を作りながら、おしゃ
べりをしてほっこりした
時間を過ごしませんか？

やきもの
あそび

親子で
粘土遊び

日 時：11 月 1６日（土）
時 間：午前 10 時～12 時
参加費：おひとり 200 円
会 場：汲沢地域ケアプラザ

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

～38 年ぶりの相続法改正のポイント～

知らなきゃ損する
相続・遺言のリアル
相続・遺言がガラッと変わる法改正が行われました。いざという時に備えて、
「そのうちに」ではなく「今から」できることをはじめてみませんか？

講師
会場
定員

鈴木弁護士・清水司法書士・加藤税理士
汲沢地域ケアプラザ（多目的ホール）
講 演 会：60 名 (先着順)
個別相談： ６名 (先着順) ＊1 人 20 分程度
事前にお電話でお申込みください
参加費 無料
エンディングノートをプレゼント！！

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
【主な苦情等相談内容と対応】
サービス内容
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汲沢地域ケアプラザ

解

その他

対応結果

令和１年７月～１０月までの
苦情・相談などは１件でした。
◆職員の態度が良くない。教育がなってい
ないと感じた。
⇒不愉快な思いをさせたことを謝罪し、職
員間で改善していくことを話し合いまし
た。
貴重な意見有難うございました。

地域包括支援センター：電話 045-861-5463

■汲沢地域ケアプラザ 1１月の予定
遊び場・しゃべり場
ほっとタイム

毎週水曜日

かいごカフェ

8日（金）

やきもの遊び

16日（土）

どれみの森のお友達★

15日（金）

★印のプログラムは申込みが終了しています
2日（土）
9日（土）

9:30～12:00

18日（月）

13:30～15:30

10:00～12:00 プレママプチママ集まれ

27日（水）

13:00～14:30

10:30～12:00 ぐみカフェｹｱﾌﾟﾗｻﾞ店

20日（水）

13:00～16:00

10:00～12:00 陶芸教室★
13:30～15:00

日時：11 月 12 日（火）
12 月 10 日（火）
、12 月 24 日（土）
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

◆11 月 8 日（金）13:30～15:00
活用しよう介護保険 介護施設について
◆12 月 13 日（金）13:30～15:00
ミニコンサート
お問合わせは：地域包括支援センター
電話 045-861-5463

ぐみざわ倶楽部★

11 月 1 日（金）午後～11 月 30 日（土）午前

「文化祭」 デイサービス御利用者様
12 月 1 日（日）午後～12 月 15 日（日）午前

「似顔絵と似顔絵ぬりえ」展

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

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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淀川巳之助様

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
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身体と心が喜ぶことをして、
自分自身が本来持っている免疫力をアップしましょう！

今年もインフルエンザが流行しはじめたというニュースが聞かれはじめました。
しらゆり園の利用者さんも 11 月頃よりインフルエンザの予防接種を行う予定です。
高齢の方はインフルエンザに感染すると重症化しやすく、
その防止に有効だとされているからです。予防接種をしていても、
抵抗力（免疫力）が低下している時にインフルエンザウィルスに感染すると
発病します。予防には、ウィルスを蔓延させないための「マスク着用」と、
身体にウィルスを入れないための「手洗い」と共に大切なことは「免疫力を上げる」
ことです。すぐにできる「免疫力を高めるためのスイッチ」を紹介します。
1．皮膚に気持ちのよいことをする

2．腹の底から笑って強い身体をつくる

優しく皮膚をさする。皮膚に心地のよい
肌着を身に付ける。温泉に入るなど。皮膚
が気持ちよいことすると免疫力が高まる
理由は、皮膚の外側と内側、つまり皮膚と
内臓は同じものだからです。

笑うと人間の身体の中の 13 本の神経が働
き、免疫力を高めるホルモンが作られます。笑
う門には福来る。笑えば自分に一番ふさわし
い薬が自然と身体の中で作られるのです。
さあ、みんなでワッハッハー

4．寝る時に反省するのをやめよう
3．感謝するときは思い切り大げさに
嬉しいことがあったら普通の三倍くら
い感謝しましょう。思い切り大げさにし
て笑顔で感謝の言葉を言ってみてくださ
い。そうすると免疫力がどんどん高まり
ます。
「ありがとう」という言葉には人間
のあらゆる言葉の中でも一番高いエネル
ギーが含まれているからです。

反省はとても大切なことですが、寝る時はい
ろいろ考えないで、白紙で眠りにつきたいと思
います。眠りの中で全ての問題は消化され、目
覚めたときは明るい元気な私の誕生です。夜眠
ることは一日の最後の仕事です。最後は有終の
美で飾らなければいけません。今日、出逢った
人たちや使わせて頂いた道具（自分の身体や心
も）に感謝をして眠りにつきましょう。
明日はきっとよいことが待っています。

吉丸房枝著「あのね

だいじょうぶ

だいじょうぶ」より

今年もアンケートにご協力をいただきありがとうございます。
皆様から頂いたご意見は比較的好意的なものが多かったです。特に長く活動させて頂いている
ヘルパーには「相談もしやすく、仕事や態度にも不満は無い」という意見を多数頂き、
事業所としても大変嬉しい結果でした。ただしサービス提供責任者はヘルパーに比べ
距離を感じさせているようで、反省すべき点だと思っています。介護保険制度に
関しては「サービスの時間が短い」「やってほしいことがあるけれど介護保険では
出来ない」等、例年同様のご意見を頂きました。
元号も令和に変わり世の中も色々な動きがありました。消費税の税率も上がり
大変です。介護保険も介護報酬改定により皆様のご負担にも影響があります。
書面にてご案内を送付させて頂きましたが、ご不明な点はお問い合わせください。
今後とも皆様のご意見を参考に活動していきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。
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料理レク ～お好み焼き作り～
包丁を使って、お
好み焼きを皆で
作りました！
作って笑顔！
食べて笑顔！

歯科相談会 を行いました

消費増税と介護保険サービス利用料の関係につきまして
消費増税の際には「介護保険サービスって非課税のはずなのに、なぜ自己負担額が上がるの？」という
ご質問をいただくことがあります。正にそのとおりで介護保険サービスは原則、消費税は非課税となり
ます。訪問介護等の居宅サービスのみならず、特別養護老人ホーム等の施設サービス、グループホーム
などの地域密着型サービスなどの多くが非課税です。また、直接の介護サービスの費用だけではなく、
食事代等の日常生活に要する費用についても、消費税は課税されません。
（課税される代表的なものは、
「福祉用具の貸与、購入」と「住宅改修」です）
この通り、介護事業者は利用者様からは直接は消費税を受け取ること
が出来ませんが、サービスを提供するのに必要な物品や水道光熱費等の
消費税は取引先に支払う必要があり、その分については増税されています。
その負担を軽減するため、介護保険サービスの利用料金も上がってしまう
こととなります。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

少し
上がるね

