
『地域ケア会議はじめました』  
横浜市では、 
今後も住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、自助・互助・共助・公助の考えのもと、

介護サービスをはじめ地域における様々なサービスが、高齢者のニーズや状態の変化に応じて適切

に、切れ目なく、かつ包括的に提供される支援体制『地域包括ケアシステム』の実現を目指して

います。 

今宿地域包括支援センターでは、 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、医療や福祉の関係者だけでなく民生委員や地域の関係者

にも集まってもらい、この地域特有の課題(※１)の共有や問題解決に向けた支援方法の構築(※２)、連携

強化(ネットワークの構築)を図るための会議を開催しています。この会議のことを『地域ケア会議』

と呼び、地域包括支援センターが中心となって実施しています。 
 

※1．介護や看護、医療や保健の問題、食事の準備や買い物等生活支援の問題、福祉サービスの問題等 

 ※2．対象者に対する支援の充実を重点に、必要な資源開発や地域づくり等社会基盤の整備に繋げていく 

 
 
 
 
 
 
 

   ～地域包括支援センターより vol.46～ 

 今年も残すところ 2 か月となりました。『秋の日はつるべ落とし』という 諺
ことわざ

の通り、秋の夕暮れ

は短くすぐに暗くなってしまいます。そして、この時期ならではの問題として交通事故の増加があげ

られます。この地域は、車道と歩道の区別がない道路が多いので特に注意が必要です。運転手と歩行

者、それぞれが注意して交通事故を防いでいきましょう。 
 

車・バイクの注意点 

・対向車線側にいる歩行者にも注意を向けましょう(急に横断してくること

もあります) 

・ヘッドライトの早めの点灯で視認性ＵＰ 

・減速や一時停止など、予想外の動きにも対応できる運転を心掛けましょう 

自転車の注意点 

・右側通行や道路の無理な横断は事故のもと 

・下り坂では早めのブレーキ操作で速度を抑えましょう 

・早めのライト点灯や反射板の活用で視認性ＵＰ 

・被害者にも加害者にもなることを理解して安全運転を心掛けましょう 

歩行者の注意点 
・反対車線の車の速度は遅く見えるだけ。道路の無理な横断は事故のもと 

・白や黄色などの明るい色の服を着る。又は、反射板を身につけ視認性ＵＰ 
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大地の恵みに感謝！サツマイモ、カボチャ、 

シイタケ、大根、ニンジン、玉ねぎ、ネギなど、りっぱ

な野菜はすべてスタッフの手作りです。手作りの畑の中

から利用者の皆さんに収穫して頂きました。豊年満作！ 
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デイサービス情

報 
9月！村の鎮守の神様は～ 

今宿デイ村も秋まつりの時期を迎えました。 
「ワッショイ！ワッショイ！」おみこしをかつぐ声が元気に聞こえます。 
花笠音頭の輪も楽しそうでした。 

収穫祭  
音楽を聴きながら、 
お話をしながらの体操で 
先生も皆さんもお元気です。 

ボウリングに参加！ストライク？ 
…ある日の所長

… ボランティアさん募

集 利用者さんのお話し相手、
将棋、囲碁のお相手、唄や

楽器演奏など、披露してく

ださる方も大歓迎です。 

デイサービス 

スタッフの募集も 

していま～す♪ 

１１月        １２月 
・輪投げ       ・カードでリース 
・バケツットボール  ・ボランティア週間 
・創作週間      ・クリスマス会 
・カレンダー カラオケ ・カレンダー カラオケ 

レクリエーション

予定 

♪  ♪  

体操   



 

ケアプラザでは、大人を対象とした初心者向けの英会話
教室でボランティアで先生をしてくださる方を募集して
います。 
                     …… 詳

細は地域交流まで 

体操、習字、歌、絵画、俳句…ケアプラザでは、様々なジャン

ルの団体様が登録団体として自主的に活動しています。 

メンバー募集中の団体様をご紹介できますので、お気軽に地域

交流までお問い合わせください。 

 

 

     
（診察ではありません） 

物忘れや体の悩みなど、協力医の安部先生（つくしクリニック）が個別に相談に応じて

くださいます。無料ですのでどうぞご利用ください。 

日 時…11月 11日(火)・25日(火) 12月 9日(火)・16日(火) 13:30~15:00の約 30分 
場 所…今宿地域ケアプラザ 相談室 
 申 込…予約制 事前にお申込みください。（希望者は当日自宅までの送迎をします）  

  

  家族介護者の集い  クリスマス会 

Merry 認知症 

認知症の方とご家族のためのクリスマス会です。とことん楽しんじゃいましょう！ 

子どもたちの焼いたケーキとコーヒーをご用意してお待ちしています。 

日 時…１２月２０日(土) 13：30~15：00  
場 所…今宿地域ケアプラザ ボランティアルーム  
お申込みは不要です。直接お越しください。  
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クリスマス料理講習会 

日  時……１２月１６日（火） ９：３０～１３：３０ 

場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール・調理室 

講  師……長井 民子（海老名市食彩の会・基本料理の会主催） 

参 加 費……１，０００円 

募集人数……１０名 

締め切り……１１月２６日(水)午後５時 

日  時……１２月２０日（土） ９：３０～１２：３０ 
場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール・調理室 
講  師……藤田 圭子（ケーキ・ブレッド講師 自宅にてお菓子教室主催） 
参 加 費……５００円 
募集人数……小学生１０名 
締め切り……１２月３日(水)午後５時 

日  時……平成２７年１月３１日(土) ９：３０～１３：００ 
場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール・調理室 
講  師……江藤 雅子(和洋菓子サロン主催) 
参 加 費……５００円 
募集人数……１０名 
締め切り……１２月１７日（水）午後５時 

 
 
 
 

もうすぐクリスマス！今年は簡単で美味しいコース料理に挑戦してみませんか？ 

鶏肉のワイン煮をメインに美味しい料理を学ぶチャンスです！ 

おうちクリスマスに彩りを添える事間違いなし♪みなさまのご参加お待ちしています。 

こどもクリスマスお菓子教室 

お菓子作り大好きなみなさん！お待たせしました。今年はツリーの形のケーキに 

素敵なデコレーションをします。世界でひとつのオリジナルケーキを作ってみません

か？ 

バレンタインケーキ講習会 
バレンタインは手作りしたいもの。でもなかなか上手く出来なくてと思っていらっしゃる

みなさんにＧＯＯＤニュースです。とっても美味しいブラウニーと紅茶のクッキーを作り

ます。ぜひこの機会をお見逃しなく！得意のレシピにしてくださいね♪ 

♪人気の料理講習会特集♪ 
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◇今まで興味があったけどチャンスがなかった方 

◇昔を思い出してまた始めてみたい方 

手から指先までの優雅でしなやかな動き、足の運び方など、美しい日本舞踊を 

楽しく分かりやすくご指導くださいます。～新しい年から始めてみませんか？～ 

 

 
 

日  時……平成２７年１月  ５日・１９日  ２月２日・１６日  

３月１６日・３０日   （全月曜日 全６回） 

１５：００～１６：３０ 

場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール 

講  師……坂東 三哥貴（坂東流 師範） 

参 加 費……各回 ５００円 

募集人数……１０名 

締め切り……１２月２６日（金）午後５時 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 やさしい日本舞踊 

大人の美術の時間 
美術に興味をお持ちの方・・・絵は描けないとあきらめていらっしゃる方・・・ 

学生時代を思い出してチャレンジしてみませんか？  

＊描いて楽しい   ＊受けて嬉しい   ＊飾ってくつろぐ 《今回は擦描画法を学びます。》 

 
日  時……平成２７年１月１８日（日）１３：３０～１５：００ 

場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール 

講  師……伊藤 喜久治 

参 加 費……５００円 

募集人数……１５名  

締め切り……１２月２６日（金）午後５時 

 

Dr.古屋敷の 子どものやさしい電気学 
ノーベル賞 

めざせ！ 

キットを使用し工作をしながら、電気の基礎について学ぶ講座です。走るコースを自由にプログ

ラミングできる車を、親子の共同作業で作ります。「はんだゴテ」使ったことはありますか？電気

製品の内部にある「基板」に小さなパーツを「はんだ」で接着していきます。初めてでも大丈夫！ 

日  時……１２月２１日（日）１２：３０～１６：００ 

場  所……今宿地域ケアプラザ 多目的ホール 

講  師……古屋敷 敏男 

参 加 費……１，５００円（作品はお持ち帰りとなります） 

募集人数……ペア６組（大人と小学３年生以上） 

締め切り……１２月３日（水）午後５時  

 

作品見本は 

ケアプラザ  

受付横に展示 
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日  時……平成 27年 1月 16・23・30日（全 3回、全金曜日） 
※２グループ制 
16・23 日  グループ A ： 13：00～14：30 

         ( 同上 ）   
30日  AB合同で ： 13：00～16：00 

場  所……今宿地域ケアプラザ 調理室（最終日のみ多目的ホールも使用） 
講  師……新家 道敏 ケアプラザ事業「くつろぎカフェ」コーヒー担当マスター 
     （下記ホームページ内「けあぷらの森」ファイル 9にインタビュー掲載） 
参 加 費……各回 500円 
募集人員……10名 
締め切り……12月 24日（水）午後５時 

 

美味しいコーヒーとは？豆、水、そして淹れ方の違いで、できあがりは驚くほど変化します。 

この講座は、サイフォンコーヒーの淹れ方を覚え、同じ豆でも条件によって大きく味が変わるこ

とや、ドリップで淹れた時の違いなどを実際に検証します。 

今期も、当ケアプラザ「くつろぎカフェ」のコーヒーバリスタをも務める現役喫茶店マスターを

講師にお迎えします。あっという間に過ぎていく充実の時間を、一緒に過ごしましょう。 

この講座は、今年の春に開催された人気の講座を、皆様のご要望にお応えして再企画されたものです。

前回の講座の修了生 20 名のうち 13 名の方は、この半年間、ここで覚えたサイフォンコーヒーを、第２

水曜日の「くつろぎカフェ」や、希望ヶ丘東地区「サロン散歩道」、「今宿サマーフェスタ・2014」など

において地域の方にボランティアでふるまってくださり、大変喜ばれています。また、これらの活動は

戸塚区や横須賀市で開催された事例発表会等のモデル事業として紹介されました。 

今、その活動は継続中です。―コーヒーから始まる地域の輪―「こんな形のボランティアに参加してみ

たい」そんな方も、ぜひ、ご応募ください。 

【問合せ・申込先】 

今宿地域ケアプラザ 
TEL： ０４５(３９２)０３０９ 

相談専用 TEL：(３９２)０３０８ 

FAX： ０４５(３６０)００２３ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ:http://www.imajuku-cp.jp 
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グループ B ： 15：00～16：30 


