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舞上り亭奴だこ
新型コロすウイルス感染予防対策をとりながら開催いたします。
定員20名。どなたでも参加頂けます。申し込みはケアプラザまで。
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申込必要

参加費

100円

アロマのある生活で心豊かに

1生活を彩つてみませんか?
・
「

O月はマスクスプレーと

ハンド抗菌スプレーを作ります。1簸
員 :う名

ケアプラザヘお越しになる皆様ヘ
。必ずご自宅で検温をしてきてください。

・発熱されている万、倦怠感や風邪症状など体調が

すぐれない方は来館をお控え下さい。

・マスクをご持参ください。感染症予防のため館内

ではマスクの着用をお願いします。

2Fの貸館ご利用の方には :・・
。氏名、住所、電話番号の記入をお願いしています。

・禾」用終了B寺 に、使用したテ■ブルや椅子、床等の

消毒をしていただきます。

新型コロすウィルス感染予防への取り組みにご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

,  言竜自雨
|‐   1内島早栄子先生

』‐1「葛Ъf:酉訂
駐車スペースに限りがありますので、お車でのご来館はご遠慮くださいますようお願い申し上げます
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響踵蜀権辣そび
玄関に「世界に一つだけの

クリスマスリース」を飾り

ませんか?常緑樹でリース

台を作り、かわい<飾りつ

けます。初心者の方も大歓

迎です !
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10:3●～ 12:00

申込必要

参加費

1500円

写真はイメージです。
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音楽に合わせて楽しく体を動かして笑顔一杯♪

子供達と■緒に身体を動かして触れあうことで、
ママもリフレッシュできるリトミック講座です。

新型コロナウイルス感染予防対策をとりながら開催いたします。
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在宅医療こは ,10
自宅で医療を受けることに

ついて詳し<お話を伺います:

小澤 進先生
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::‐

申込必要

参加無料

定員 20名

警穣翁学ぶわ畿
ご家族を介護 している方展のリフレッシュ

や情報交換の場です。

この事業は、たまプラーザ地 i或ケアプラザ

との共催になります。
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申込必要

参加無料

定員 20名
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10/5  1 1
(月 )| |

13:30～ 14:

10/14 1 1
(水 )| |

3● (時短です)
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申込が必要です

参加無料

定員 20名

※新型コロナウイルスの影響にて中止になる可能性があります
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「高齢者が住み慣れた地上或で自分らし<生活が出来るよう、医療・ 介護・ 予防・住まい・生活支

援が一体的に提供されるシステム」地上或包括ケアシステム。今回は、「医療・介護」の連携につ

いて、一部になりますがお伝えいた します。 2000年 、介護保 ln~制 度がスター トしケアマネ

ジャーが誕生 しました。ケアマネジャー自身も手探りの状態で したので、「○○さんの担当ケア

マネジャーです。」とクリニ ックや病院の先生んへ連絡 しても『何者 ?』 と不思議がられま し

た。あれから20年、医療と介護の関係づ<り として、「ケアマネジャーと訪問診療医との意見

交換会」「病院ソーシャルワーカーとの情報交換会」「青葉区医療・介護の顔の見える会議」等

が繰り返 し行われてきました。この会議では、個人の支援_と ともに、災害 0緊急時の対応につい

ての検討、また スキルアップを目的とした研修の企画等が行われてきました。今では、主治医

から「ケフマジャーは誰 ?」 と間かれたり、病院の退院カンフアレンスに参加 したりと協力体制

が整ってきています。高齢になると、生活習慣病や大きな病気や怪我での入院等で、身体機能が

変イヒし今までの普通が普通では無<なる身体状況が出てきます。その為に医療と介護の連携が、

ご自宅での生活を続ける為に必要となっているのです。 (椎木)   し     _
ひだまり通信ならびにホームベージ/ブログ内で表記してしヽる個人・団体名は許可を得て掲動しています。また、個人が特定されないよう配慮して掲載させていただいております.



美しが丘地域ケアプラザ 協力医

小 澤 ク リニ ック 小澤 進先生

| テーマ  「インフルエンザワクチン」

今年は新型コロすウイルスの流行のため、インフルエンザの予防接種に関lいが高まっ

ています。

ワクチンの供給が限られてしヽるため、需要と供給のバランスがスムースにいかずに混
乱が起こることも考えられます。例年12月末までにはワクチンは十分供給されます
ので、一時期に接種が集中することが無いように調整することが必要になるでしょ
う。横浜市では10月 1日 より接種可能となりますが、慌てずに医療機関に問い合わせ

ながら実施して<ださい。               .
また近しヽ将来新型コロすウイルスに対するワクチンも実施されると思われます。その

時も実施する人の優先順位などが決められてい<で しょう。幸い初期のように重症に

なる危険度がそれほど高い病気でないことが半」つてきましたので、重症の危険度が高
しヽ高齢者や基礎疾患がある方から接種することになるでしょう。

◇再開のお知ら世
ケアプラザでの体操「∃ガ美クラブ」「わくわく健康体操」と、坂の途中の寄り道カフェ (ミ

ニ)が再開しました。マスク着用、密を避ける為の人数制限、強い呼気が出ない運動に限る、
など以前と活動が異なる内容になつています。詳し<はケアプラザまでお問い合わせ下さい。

子育て相談会場再開してら時す
ケアプラザ2階のホールで子どもを遊ばせながら、専任の子育て支援者に相談もできます。
相談が無くても気軽に遊びにいらして<ださいね。
予約は必要ありません。 毎週月曜日。日寺間:10:00～ 12:00

横浜市美しが丘地域ケアプラザ

(社会福祉法人 緑成会)

〒225-OO02

横浜市青葉区美 しが丘4-32-7

電話雪045-901-6665
FA× 045-901-6718
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:委縮し始めぅのが原因のようです。この進行を遅らせる為には
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|し、行つた事のない場所に足を運ぶのも良し、新しい食材に

:チ ャレンジtなども有効だそうです。という事で私も今まであ

:ま り得意ではなかつた「みりん干し」・に挑戦してみました。数
,

:[fl換墨iC2112言ど曇鸞量2香漂些悪墓ィ[32月墨3ょ
:うが:幸せな気分で食曇を終ぇ議した6業 0/1し 、環けて脳にも

:良いなんて、なんだかお得な感じがしました。 (長谷川)

休館日のお矢□らせ :10/3(土 )、 11/7(土 )
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