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年末 ・ 年始休業のお知らせ
万騎が原地域ケアプラザは令和２年 12 月 29 日（火）～令和３年 1 月 3 日（日）まで全館
休業です。年始は 1 月４日（月）より開始となります。上記の期間中の電話連絡はお受けでき
ません。職員に連絡等の場合、FAX３９０-３３７７に送付下さい。休業明けに対応いたします。

地域ケアプラザの貸室利用及び自主事業について
貸室利用及び各自主事業におきましては、感染症予防対策として参加者への体温確認やマスク
着用、手指消毒、名簿への記載、三密を防ぐ取り組み等お願いしておりますので、ご協力の程宜
しくお願い致します。

公園で遊ぼう！
公園での広場事業としておこなっていた、「公園で遊ぼう！」を再開致します。

【日

時】12 月 9 日(水) 10：00～11：30 ※ 以降毎月第２水曜日開催
雨天中止、当日 9 時以降に「ひなたぼっこ通信」の HP をご確認ください。
【参加費】無料(当日直接会場へお越しください) 【場 所】万騎が原公園 (ふれあい会館前の公園)
【主 催】地域子育て支援拠点「ひなたぼっこ」 【共 催】万騎が原地区社会福祉協議会
【持ち物】マスク・タオル・飲み物 等
【問合せ】万騎が原地域ケアプラザ迄
【その他】事前に検温のご協力をお願いします。また当日受付時に健康チェックを行います。

新春 抹茶を楽しむ会

書初め練習会
毛筆で一年の抱負等を書いてみませんか？
【日 時】12 月 19 日(土)10 : 00～12 : 00
【対象者】地域の方（事前申込制）
【場
【費

新春のふれあい交流の場として実施します。
【日 時】1 月 14 日(木)13：30～15：00
【対象者】地域の方 【費 用】無料

【場 所】多目的ホール
所】万騎が原地域ケアプラザ
どなたでも参加できますお気軽にどうぞ
用】無料（筆や半紙はこちらで用意します）

Go To MAKI♪

骨盤体操教室

万騎が原地区内の公園めぐりを行います。
骨盤体操で体の健康を保ちませんか？
【日 時】12 月 16 日(水) 10：00～ 11：30 【日 時】1 月６日(水)10：00～11 : 30
【内 容】地区内の公園めぐり (約 3.5 ㎞)
※ 毎月第 1 水曜日同時間帯 開催
【集合・解散 場所】
【対象者】地域の方
【参加費】1000 円
万騎が原公園 (ふれあい連合会館前)
【参加費】無料(申込制) 【対 象】地域の方
【持ち物】マスク・飲み物・タオル等
【問合せ】万騎が原地域ケアプラザ 迄

【講

師】遠藤 瑞行氏
健康管理士(カイロプラクティック)

【持ち物】マスク・タオル・飲み物
動きやすい服装でお越しください。

～身近な福祉の相談機関～

万騎が原地域包括支援センター

です

徘徊高齢者ＳＯＳネットワークシステム
徘徊された方をできるだけ早く、ご家族の元へ安全にお返しするためのシステムです。

ＳＯＳネットワークシステムを利用するには？
ＳＯＳネットワーク連絡機関（お近くの地域ケアプラザ等）にお問い合わせ下さい。
神奈川県警に事前に情報提供されるほか、いざというときにスムーズに対応できます。
徘徊している方を見かけたら
・まず、やさしく声をかけましょう
・どこかへ行ってしまわないように見守って下さい
・長時間歩いていることもあるので、水やお茶などの飲み物をすすめてください
・自宅などの連絡先を書いた物を持ったりつけたりしている場合は連絡先へ、わからない場合
は警察へお電話下さい

一色先生の医療のおはなし ～高血圧について～
・気づかれない病気・高血圧
肌寒い日が続くようになってきましたが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。
今回は高血圧の話です。高血圧は症状に乏しいので軽視されがちですが、持続すると脳
卒中（脳出血と脳梗塞）や狭心症・心筋梗塞など、生命に関わる怖い病気の原因となり
ます。症状がないのでそもそも血圧が高いことに気づかない方も多く、まずはご家庭で
定期的に血圧を測ることが重要です。血圧測定のタイミングとしては、朝食や夕食の前、
寝る前が良いです。日常生活の注意としては食事の塩分を控えめにすることと、タバコ
を吸う方は禁煙が非常に重要です。
・冬場の高血圧
特に冬場は血圧が上昇し、脳梗塞や心筋梗塞も起こりやすくなります。その理由は、
① 寒いと体温を維持しようとする身体の働きで血管が収縮すること
② 年末年始は食事会などで飲酒や塩分の多い食事をとる機会が増えること
③ 寒いので身体を動かす機会が減って体重が増えること
などです。
散歩や屋外での運動は朝の寒い時間を避けるようにしましょう。また、外出時は保温
性の高い下着、特に股引のような下肢全体を保温するような下着を勧めます。
・入浴に注意
寒暖の変化が激しいと発作を起こしやすくなるため、入浴前後は特に注意が必要です。
お風呂の前に充分に水分を取っておくこと、脱衣所はなるべく暖かくしておくこと、お
湯はぬるめにすること、出たら身体や髪をよくふいて水分を取り、暖かくして早めに就
寝することをお勧めします。
暖かくして体を動かし、元気に冬を乗り切りましょう。
一色外科胃腸科医院 一色 聡一郎

✿✿✿ 地域包括支援センターは「地域の身近な相談窓口」です ✿✿✿
【お問い合わせは】 TEL:362-3354
担当：木下・寺山・伊藤
担当地域：万騎が原・柏町・大池町・南本宿町・本宿町・桐が作

デ イ サ ー ビ ス だ よ り
日 常 動 作 訓 練
デイサービスでは週替わりで日常動作訓練を行っています。今週は
洗濯バサミを使うゲームです。指の握力の向上や集中力を養う事を目指し、金網
に上手に洗濯バサミをはさみます。みなさん熱が入り真剣そのもの。いかに素早
く挟めるようになるか格闘しています。

万騎が原地域ケアプラザ通所介護（デイサービス）のご案内
利用要件：要介護認定を受けられた方（要支援 1・要支援 2, 要介護１～５）
営 業 日：年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く毎日
（日曜、祝日も営業しております）
サービス提供時間：9 時 30 分～16 時 30 分

定員：30 名

随時見学（予約制）も受け付けております。是非一度ご見学ください。
ご自宅まで送迎いたします。
また、介護保険の手続き等でご不明な点がございましたら、ぜひケアプラザ
までご連絡ください。

見学予約、相談電話番号

045-362-1222 担当者まで

居宅介護支援事業所通信＜感染予防について＞

No. １７２

感染症の早期発見の為には日頃から高齢者の状態を観察する習慣を持つ事が重要です。
高齢者は自らの症状を訴えない事が多い為回りの家族や介護者ができるだけ早く気づく
事が感染拡大予防に繋がります。
感染症予防対策の基本は「手洗い・消毒・マスク・換気等」です。
常に感染の可能性があるかもしれないと考え感染予防対策をとる事が必要です。
何かあればケアマネジャーにお尋ねください。
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万騎が原地域ケアプラザ HP
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＜各事業・地域の福祉保健団体の実施時間・実施内容等に関しては、中止・変更になる場合が有ります
ので、参加や見学の際は、万騎が原地域ケアプラザ（地域活動交流）迄 お問い合わせ下さい＞

子育てひろば「あいうえお～っ！」
【日 時】1 月 25 日(月) 10:30～11:30
【会 場】万騎が原地域ケアプラザ 多目的ホール
【定 員】5 組(申込制)【対 象】未就園児と保護者
【持ち物】マスク・飲み物等
【申込み】1 月の回は 22 日迄に万騎が原
地域ケアプラザへお申し込み下さい。

～地域の活動紹介～

日本画で干支の小色紙作り
色紙に来年度の干支の「丑」を描きます。
【日 時】12 月 16 日(水) 13:00～15:00
【対 象】地域の方 【定 員】15 名(申込制)
【参加費】1000 円(材料費込)
【講 師】新倉佳奈子 先生
【持ち物】マスク・ボールペン・タオル等

南本宿小学校地域防災拠点 拠点コーディネーター訓練

11 月 10 日(火)に南本宿小学校にて、新型コロナウイルス感染対策仕様の拠点コーディネーター
を対象にした訓練が行われました。訓練では、検温や
手指消毒の実施、飛沫予防用のアクリルボードの設置
の他、ソーシャルディスタンスに配慮した体育館内の
避難区域の設定等、様々な配慮がとられていました。

上記事業等の申し込み・問い合わせ
万騎が原地域ケアプラザ Tel:３６２－１２２２
お願い･･･お越しの際は徒歩か公共の交通機関をご利用下さい。

敷地内は急斜面となっております。お足下にご注意ください。

