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高齢者福祉センター
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２０１５年
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いちご座の

汲沢地区青少年指導員主催
汲沢地域ケアプラザ共催事業

★絵本作家★

ほしな たくお

保科琢音の

場所：汲沢地域ケアプラザ 多目的ホール

どく え ん

横浜市内を中心に「 読 絵ん
かい

会 」という名の自作絵本や

紙芝居の『読み笑わせ会』
を開催しています。横浜市
職員落語愛好会に所属し、
会長を務める落語や漫才で

12 月恒例「いちご座」による『人形劇』を今年も開催
します！第１部は「いちご座の“人形劇”」、第２部は
「絵本作家 保科琢音の“読絵ん会”」という自作紙芝居
の読み笑わせ会です。お子さまからおじいちゃん・おば
あちゃんまで、一緒に楽しいひとときをに過ごし
ませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。
■お問合せ/汲沢地区青少年指導員(金山）
090-3241-3032
汲沢地域ケアプラザ
861-1727

も活躍しています。

●地域包括支援センター担当エリアが変更になります●
介護保険や高齢者の支援に関する相談窓口である「地域包括支援センター」が、より地域に密
着したサービスを提供できるように、平成２８年４月から担当エリアを一部変更します。
汲沢地域ケアプラザの担当エリアは、汲沢町、汲沢 1～8 丁目に加え、矢部町の一部（踊場地
区連合町内会）、戸塚町の一部（踊場地区連合町内会）が担当となります。なお、汲沢町の一部
（大正連合町内会自治会にあたる地区）は原宿地域ケアプラザが担当します。
また、デイサービスや地域ケアプラザで行われている地域活動は、引き続き現在の施設をご利
用いただくこともできます。詳しくは汲沢地域ケアプラザへお問い合わせください。
担当：戸塚区福祉保健課事業企画担当
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(水) 絵本作り 無料
(水) クリスマスブーツ作り

時間：13：00～14：30
場所：汲沢地域ケアプラザ多目的ホール
対象：妊娠中の方と 10 ヵ月までの子供と
お母さん（共に第 1 子）

※事前にお申込み下さい。

主任児童委員による「手作りおもちゃ作り」、
保育士さんの子育てアドバイスやボランティアによる
読み聞かせなど・・途中参加も大歓迎！お気軽にご参加下さい！

や

きものあそび

障がいのあるお子さんとご両親に、親子一緒に参加
しながら楽しんで頂ける粘土遊び教室を実施しています。

日程：１１月２１日（土）
時間：午前 10 時～１２時
場所：汲沢地域ケアプラザ 地域ケアルーム
参加費：無料
★釉薬掛け、本焼きは当方で行います。
申込先：ケアプラザ・地域係

踊場地区連合体育祭

踊場地区連合町内会主催

10 月 4 日（日）秋晴れの中、
踊場公園において約 1000 名を超
える皆さんが集まり開催されまし
た。子どもからご高齢の方まで、皆
さんが参加し楽しめるように、実行
委員会の皆さんが準備してきまし
た。町内会対抗リレーのように住民
の皆さんが“つながる”運動会になっ
たのではないでしょうか。

●

汲沢地域ケアプラザ 地域係：電話 045-861-1727

「地域包括支援センター」 からのお知らせ

「予防接種のお話」
暑かった夏も終わり秋が深まりつつあるこの時期「今年もインフルエンザ
予防接種の時期か」と思われる方も多いでしょう。今回は「予防接種」に
ついてのお話しです。
人のからだには一度病原体（ウィルスや細菌）に感染するとその病原体に
対する「抗体」を作る働きがあります。この「抗体」は同じ病原体が再度入ってきた時、こ
れと戦いからだを守ります（免疫ができたということです）。
予防接種は抗体を作るという人がもつこの働きを応用したもので、実際に病原体に感染しな
くてもワクチンという病原体の毒性を弱め無毒化した薬液を接種することで抗体（免疫）
を作り、病気を予防したり、罹っても軽症ですませることができます。
もちろん、毎冬流行るインフルエンザ予防にも有効なので接種を
お勧めしますが、これに加え日々の体調維持や健康管理や帰宅時
などの手洗いやうがいも予防には欠かせないことをお忘れなく！
＊＊三宅先生は、毎月ケアプラザで健康相談を行っています。詳細は地域ケアプラザまで＊＊

～高齢者福祉センターに寄せられた苦情などの相談報告～
平成 2７年７月～９月までの苦情等は、以下の２件でした。
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対応結果

①認定調査時に家族からの聞
き取り・確認を行ってもらえ
なかった。自分の思いを直接
伝えたい。
⇒事業所内で情報共有し対
応について検討した。今後は
調査時に立会人の思いの傾
聴と、調査時の役割について
丁寧に説明をしていきます。

皆様の貴重なご意見・ご指摘ありがとうございました。

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１１月の予定

★印のプログラムは申込みが終了しています

遊び場・しゃべり場・
ほっとタイム

毎週水曜日

10:00～12:00 陶芸教室★

７日（土）
１４日(土）

かいごカフェ

13日（金）

13:00～14:30 トンとん★

７日（土）

10:00～15:00

プレママ・プチママ集まれ

２5日（水）

13:00～14:30 ぐみさわ倶楽部★

１６日（月）

13:30～16:00

13:30～16:00 どれみの森のおともだち★

２０日（金）

10:30～12:00

ビーズ教室★

１４（土)
１７（火）２４(火)

日時：１１月２４日 (火)
１２月 2２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
TEL:861-5463

11 月 1 日（日）午後～11 月 30 日（月）午前
「書道白峯」展
小原ユミ子 氏
12 月１日（火）午後～12 月 15 日（火）午前
「心に響く風景」写真展
小野 清治 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。

◇１１月１３日（金）１３～１４時３０分
「 懇 話 会 」
◇1２月 1１日（金）13 時～14 時 30 分
「 ミニコンサート 」
申し込みなしでも当日参加いただけます。
問い合わせは包括支援センターまで
電話 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

かまくらみち

二軒家

9 月にご寄付を頂いた方

深谷通信隊

松岡光子様、伊藤美憲様

ご意見・ご感想 ・ご質問 は ■■
「ふれあい交流編集部」
電話 045－861－1727

汲沢小学校

施設の詳細はホームページアドレス
http://hakuhoukai.jp ま で
発行・編集：横浜博萌会 高齢者福祉センター
協力：ボランティアグループ「ケア友の会」
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シティ

長後街道

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。

■■

9:30～12:00

至戸塚駅
至横浜

文

横浜新道

横浜桜陽高校
社会福祉法人横浜博萌会

戸塚警察署

高齢者福祉センター

特別養護老人ホームしらゆり園

汲沢地域ケアプラザ

●所在地・アクセス

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

H27 年 11 月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

10 月 12 日体育の日に２階ではランチバイキングが開催さ
れました。当日は晴天に恵まれ大勢のご家族にお越しいただき会場
はとても賑わっていました。今年のメニューは盛りだくさん！デザートも数種
類用意され見た目も彩りも鮮やかでした。ご利用者様も「お腹一杯で身体が動かないわ」「本当に
美味しかった」「いつもの倍食べちゃった」等々笑顔でお話しされておりました。

一緒に働いてくれる元気で明るい方を募集しています！
応募資格：初任者研修修了者（旧ヘルパー2 級）以上
※ガイドヘルパーあれば尚可
就業時間：要相談
1 日 1 件の活動でもＯＫ。
先ずはご連絡を！
お気軽にお問い合わせください。

訪問介護・ほほえみステーション

電話 861－1431

担当 佐々木

訪問介護・ほほえみステー
ションは、高齢者と障がい
者の家を訪問し、生活支
援・身体介護のサービスを
行っています。

H27 年 1１月号

横浜博萌会 高齢者福祉センター

珍しい郷土料理を好きなだ
け取ってもらい、笑顔が溢れ
ていました！

家族者懇談会

日頃の皆様の情報共有
を行いました。

医療費控除について （おむつ使用証明書）
11 月になりました。介護保険サービスにも医療費控除の対象となるものがあります。今年 1
年間に支払う領収書をそろそろ年末までに集めておきましょう。
また、６か月以上寝たきりの人のおむつ代は、主治医が発行した『おむつ使用証明書』があ
れば医療費控除の対象になります。領収書にはおむつを使用する人の名前と大人用のおむつ代
であることが必要です。主治医が発行する『おむつ使用証明書』には文書料金がかかります。
なお、おむつ代について医療費控除を受けることが 2 年目以降の時には、おむつを使用して
いる方が要介護認定を受けていて、その認定内容が一定の条件に該当すれば『おむつ使用証明
書』が無くても、要介護認定を行った区役所高齢・障害支援課が発行する『主治医意見書記載
内容確認書』を使って医療費控除の申請を行うことが出来ます。
その他にも、通院の為の交通費、薬局で購入した医薬品のレシートなど 1 年間分の合算が一
定額を超えるか確認してみましょう。
対象となるサービス等、詳しくは担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

