社 会 福 祉 法 人

創 生 会

横浜市若葉台地域ケアプラザ
横浜市旭区若葉台 4-16-1
０４５（９２３）８８３１
発行責任者

池田

智恵子

暑い夏を涼しい場所で過ごしましょう！どなたでもご参加いただけます。
カレー販売の他、今年は子供や子育て世帯向けのイベントも多数実施します！

・バルーンアート(午前中)
・カレー販売(12:00～13:00)200 円
・絵本読み聞かせ(10:45～11:15)
・コーヒー100 円・ジュース 50 円
・海遊び(前半 13:30～14:15)工作・海の生き物作り
(後半 14:15～14:45)海の音楽遊び
・体に安心虫よけスプレー作り(お茶付き)200 円

9 月 21 日(金)13:30～15:30（エンディングノートとは、使い方）
10 月３日(水)13:30～15:30（サポートが必要な時、成年後見）
10 月 19 日(金)13:30～15:30（旅立つ準備と未来計画、遺言・相続）
対象：どなたでもご参加いただけます。 定員：30 名(先着順)
申込み：8 月 21 日(火)10:00 から電話または来館にて受付

介護者のつどい
２２２内科クリニック渡部一博先生（若葉台地域ケアプ
ラザの協力医）をお招きし、茶話会を開催します。
日頃の悩みやちょっとした疑問などを話しませんか。
☆日 時☆ ９月８日（土）１５：００～１６：３０
☆場 所☆
☆申込み☆

若葉台地域ケアプラザ
２階
８月８日（水）１０時から
来館もしくは電話にて受付

若葉台ケアプラザのお部屋を使って活
動をしている団体の発表会を開催しま
す。演奏に踊りに盛りだくさんの内容
です。ぜひご観覧にいらして下さい。
日時：9 月 1 日(土)12:30～15:40
参加費：無料 参加券配布：なし
参加予定団体：9 団体
詳細は追ってご案内します。

旭福祉保健センター子ども家庭支援課からお知らせ

気軽に親子が集える場所です。お子さんと遊べるスペースがあり
ます。また、ご希望の方は子育て支援者に育児の相談ができます。
（子育て支援者とは、横浜市の研修・認定を受けた子育てを支援す
る先輩ママです。）

【

お酒の話し

】

お酒は「酒は百薬の長」とか「酒なくて何でこの夜の・・」など何かと身体や健康に良いモノ
と考えられてもいます。確かに適量のお酒は心身をリラックスさせ、血圧を下げ、食欲を増進さ
せるなどの好ましい効果もあります。しかし、酒量が増えると 肝機能に異常を来し、アルコール
依存性（中毒）を生じる事もよく知られています。またさらに近年は「肝臓癌」や「大腸癌」の
原因になる事も判ってきています。
では実際にはどの程度の酒量が「適量」なのでしょうか？
日本人の場合、推奨されている「アルコール量」は１日 20ｇが目安と言われています。実際の
お酒の種類でのアルコール量は ビール 350ｍL（14ｇ）、日本酒１合（22ｇ）、焼酎 100ｍL
（20ｇ）程度です。
（※）【アルコール量（ｇ）＝お酒の量（ｍL)×［アルコール度数（％）÷100］×0.8】
また、お酒の飲み方にも工夫が必要です。できるだけ夕食の前に食前酒として（塩分を摂り過
ぎないように）食事のおかずを肴にして飲むようにしましょう。お酒を飲むために呑むことは控
えて、週に最低１回は「休肝日」を設けましょう。また、
「夜眠れないので・・」とお酒を飲まれ
る方がいらっしゃいますが、アルコールは眠気を誘う効果はありますが、
「睡眠の質」は悪くなり
ますので注意が必要です。

横浜市では、高齢になっても住み慣れた地域で健康づくり・介護予防に取り組み、生活に必要な
支援を受けることで、その人らしく自立した暮らしができる地域づくりを目指しています。平成
29 年 10 月より、地域で要支援１・２等の方を対象とした介護予防や生活支援の活動を行う団体
に、その活動に係る費用を補助する「介護予防・生活支援サービス補助事業（サービス B）」が開
始されました。
若葉台では、認定 NPO 法人若葉台が地域交流拠点ひまわりにて通所型支援、訪問型支援、見守
り支援の３つの補助対象となる活動を実施しています。健康づくりにご興味のある方、生活にお手
伝いが必要な方であればご利用できます。ケアプラザも活動の支援を行っています。

今回は「介護保険負担割合証」についてです。介護保険を申請された時に一緒に送付される「介
護保険負担割合証」は介護保険サービス利用料の利用者負担を〈1 割〉
〈2 割〉と表すもので収入
によって決まります。これは毎年 7 月に区役所から送付されるものです。今年度の介護保険の改
正により〈3 割〉負担になる方もいらっしゃいますので確認してください。
不明な点がありましたら地域ケアプラザ包括支援センターにご相談、またはガイドブック「ハ
ートページ」にも記載されています。
「ハートページ」はケアプラザでもお渡しできるので、必要
な方はお申し出ください。

日時：毎月第３火曜日 15:00～16:00
内容：ロコモ予防体操・コグニサイズ
口腔ケア
講師：介護予防運動指導員 金子景子氏他
対象者：若葉台地域在住の 65 歳以上の男性
定員：25 名（定員に達し次第、受付終了）
申込：来館にて受付中

日時：8 月 5 日（日）14:00～15:30
内容：ボランティア活動時の
個人情報取り扱いのポイントについて
対象：ボランティア活動に携わっている方
講師：社会福祉法人 大樹 理事長 山本一郎氏
参加費：無料
申込：7/4（水）10 時から電話・来館受付
※資料準備の都合上、お申し込みが必要です

日時：9 月 26 日（水）13:30～15:00
対象：横浜市民で介護保険証をお持ちの
65 歳以上の方
（ボランティア活動未経験の方歓迎）
申込：9 月 16 日（日）15:00 までに
来館または電話にてお申し込みください

団体活動紹介用のパネルをケアプラザ内の
階段踊り場に設置しました。
メンバー募集や活動の紹介などに 1 ヶ月単
位でお使いいただけます。
随時、利用の受け付けを
行います。
詳細はケアプラザまで
お問い合わせください。

日時：7 月 8 日・8 月 12 日・9 月 9 日
☆毎月第 2 日曜日 13:30～15:30
参加費：100 円（お菓子・お飲物）
★どなたでもお気軽にご参加いただけます

日時：7 月 25 日・8 月 22 日・9 月 26 日
☆毎月第 4 水曜日 14:00～16:00
【第１部】 14:00～ 脳トレ・体操等
【第２部】 15:00～ 相談コーナー
場所：わかば学園コミュニティハウス
★予約不要です。直接会場へお越しください。

お気軽にお問い合わせください！
心の病をお持ちの方が気楽に過ごせるサロン
日程：毎月第 1 火曜日 13:30～15:30
7 月 3 日：流しそうめん
8 月 7 日・9 月 4 日：手工芸（紙バンド）

日時：7 月 27 日・8 月 24 日・9 月 28 日
☆毎月第 4 金曜日 13:30～15:30
参加費：150 円（お茶付き） ※申込不要

初心者向けノルディックウォーキング講座です

日程：10 月～6 月の原則第１金曜日
時間：14:00～15:20
参加費：無料
講師：ウォーキングフィールド アルク 森 隆司氏
申込：9/5(水)10:00～9/15(土)来館にて受付
定員：15 名(超える場合は抽選となります)

今年もケアプラザのお祭り「福祉フェア」を
開催します。詳細はポスターをご覧ください。

★日 程 ★

10 月 13 日（土）

皆様のご来場をお待ちしています。
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今回は、暑い季節ですのでさっぱりと
デイサービスに寄せられる
よくある質問をまとめてみました‼

デイサービスご利用についてのよくある質問
・デイサービスには誰でも行けますか・条件はありますか
介護保険の要支援又は要介護の認定を受けていれば利用する
ことができます。認定を受ける為の申請を考えている方は、ケ
アプラザの地域包括支援センターにお問い合わせください。

みんな輪になってレク♪

・デイサービスを利用するとお金がかかりますか
サービス利用の費用は、介護度や自己負担割合等によって異
なりますので、詳細は直接お問い合わせください。
・デイサービスに行くとお風呂に入れますか
入浴の希望があれば、看護師による健康チェックをしてから
入ることができます。ご自宅の浴槽に入るのが大変な方・一人
での入浴が不安な方も安心して入れます。
・デイサービスではどんな食事が出るのですか

安心の
入浴
＆
昼食

栄養バランスの取れた季節の食材を使った、日替わりの食事
がお楽しみいただけます。なお、嚥下（飲み込み）が困難な方
の対応もしています。昼食前には嚥下力低下予防の体操を行っ
ています。
・デイサービスではどんなことをしているのですか
日常生活動作の維持に役立つ体操をしたり趣味活動をしたり
します。また、お茶を飲んだり食事をしたり、ご利用者同士の
交流を図れるようお手伝いをさせていただいています。利用者
さんの輪を大切にしたレクリエーションも好評です。ボランテ
ィアさんによる楽器演奏やダンス、音楽セラピーなども行って
います。
デイサービスを見学して（要予約）決めていただくこともで
きますので、直接ケアプラザの地域包括支援センターにお問い
合わせください。

歌ったり踊ったりもします♪

