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7月下旬負担割合証を発送しました。利用票

作成時、負担割合をもう一度ご確認ください。

主催日

23

大仁庁

舎

障がい福祉課

0558-76-8007

あやめ会

館

市社協

055-949-5818

函南町

役場

長寿福祉課

055８-76-8009

土 参加 可能

木 参加 可能内容 市内の福祉サービスの需要調査

3

内容
テーマ：課題整理統括票の活用

講師あたご研究所　後藤佳苗氏（要申込）

8

介護保険負担割合をご確認ください

木 内容
相続の基礎知識・ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾉｰﾄの書き方

講師:相続手続支援C静岡　木幡美麗氏

17:00

内容

17:00

自立支援協議会（相談支援

事業所部会）

13:30

15:00
介護の会 韮保C20

火

くぬぎ会

館

認知症キャラバン・メイト活動や支援対象者の

把握と支援方針の検討など

市民後見人養成研修説明会

（要申込～8/16）

認知症初期集中支援チーム員

会議、地域支援推進員連絡会

参加

7月中旬:高齢受給者証発送しました

対象は70歳以上75歳未満。ご確認ください。

8月から後期高齢者医療被保険者証・限

度額適用標準負担額減額認定証が更新

されています。

内容
介護経験者や介護している家族のピアカウンセリ

ング
火

13:00

15:00

障がい福祉課

内容金

16:00

22

韮保C

10:00

16:00

介護支援専門員　伊豆市・伊

豆の国市・函南町合同研修会

16:00

成年後見制度の概要や市民後見人の役割、

申込み方法についての説明

終活セミナー（要申込～

8/15)

金

　＊参加していただける場合は、主催者へご一報ください。

内容
居場所運営者や興味のある方などのボランティア

同士の意見･情報交換会

22

内容

歓迎

20 大仁庁舎
相談センター

0558-76-8010

参加

30

場所時間 イベント名

参加 可能

15:00

歓迎

市社協

055-949-5818

可能

0558-76-8007

市社協

参加 可能

参加 可能事例検討会

大仁庁

舎

市社協(くらし相談)

0558-76-8012

055-949-5818

参加

7/11に受講した認知症キャラバン・メイトが活動

の場を探しています。5名～開催可能です。

7/20いちごの里において納涼祭が行われました。

町屋区のしゃぎりではじまり、バザーや模擬店が出

店、多くの訪問者で賑わいました。8/10にはぬくもり

の里で納涼祭が予定されています。皆さん是非お出

かけください。

17:00

自立支援協議会（相談支援

事業所部会）

13:30 居場所ボランテイア情報交換

会

まごころ農園居場所協力隊募集！

認知症サポーター養成講座を開催しませんか

木

大仁まごころ農園の農地をお借りして、野菜作り

を通じて介護予防を展開します。スタッフ募集中

15:30

14:00

15:00

共有ツール

伊豆の国市から、医療・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信します。

今月の１枚

R1.8.1発行

静岡県伊豆の国市役所 福祉事務所

保健福祉・こども・子育て相談センター

電話：0558－76－8010

【8月は「笑顔の食材市」をお休みします】
毎週火曜日に、千代田区内公園（11:30～）と

湯の家駐車場（12：30～）にて実施されて

いる笑顔の食材市は、8月はお休みします。

9月は、3日と10日に開催します。



テーマ
健康寿命延伸のための具体的取り組み方法につい

て

内　容 ｢栄養とからだの健康チェック」調査の振り返り等

昨年度末までに実施した｢栄養とからだの健康チェック｣調査票結果に

ついて、部会委員と考察し、健康寿命延伸のための事業展開について

話し合いを行いました。

担当 古野

イベント名

テーマ

参加者

テーマ

内　容

担当 古野

2019/7/11 場　所

日　時

内　容

静岡県在宅医療・介護連携情報システム「シズケア＊かけはし」のシステム説

明および、田方医師会圏域内における活用事例の報告会を行いました。今後

は事業所や診療所単位での勉強会を積極的に行っていく予定です。

担当 古野

イベント名在宅医療・介護連携推進会議【部会4】

日　時 2019/7/11 場　所 韮保C

参加者 9 名
歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法

士、管理栄養士、歯科衛生士、包括等　部会

「シズケア＊かけはし」システム説明会

日　時 2019/7/22 場　所 韮保C

参加者 41 名
医師、歯科医師、薬剤師、病院看護師、訪問

看護師、リハ職、CM、包括、相談員、行政職員

｢シズケア＊かけはし｣の効果的な活用や田方医師会圏

域内での活用普及について
｢シズケア＊かけはし｣システム説明、活用事例報告、

インストラクター紹介

普及啓発のパンフレットの作成をしています。

37

地域生活支援拠点の整備のため、百花園を見学。地域生活支援拠点とは、

障害児者 の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能

を、地域の 実情に 応じた創意工夫により整備し、 障害児者 の生活を地域

全体で 支える サービス 提供体制を 構築することです。

イベント名 イベント名

名 参加者 各10 名
自立支援協議会

相談支援事業所部会
包括職員・施設職員・行政職員・市民など

テーマ
地域生活支援拠点の整備にかかる勉強会及び施設見

学会

内　容

認知症キャラバン・メイト（認知症サポーター養成講座の

講師役）の養成

認知症の症状、支援・対応方法、接し方などについて認知症サポート医より講

義を受けた後、グループワークで　①社会資源の把握　②講座の開催先の検

討　③受講者に合わせたカリキュラムの作成　を行い、認知症サポーター養成

講座の運営方法を学びました。

認知症に関する正しい知識、対応法。認知症サポーター

養成講座の展開方法など

自立支援協議会（相談支援事業所部会）

担当 村上 担当 井上

第２回地域づくり会議

地域包括の公正性・中立性の確保、地域包括の円滑か

つ適正な運営を図る。

内　容 内　容 平成30年度活動報告と令和元年度事業計画等

障がい福祉課職員による障害福祉サービスの説明と、視覚障害のある介護認

定非該当の高齢者の事例を元に、事例検討会を実施。障害の相談員なども

参加し、活発な意見交換が行われました。

日　時

参加者

大仁庁舎

相談支援事業所の相談員

地域生活支援拠点を理解しよう

～伊豆の国市としてどのように進めるか～

地域生活支援拠点について

テーマ

日　時

CM、障害支援事業所相談員、包括

職員、行政職員など

内　容 内　容
障害福祉サービスについて(行政説明）

グループワーク：事例検討会

視察を踏まえ、伊豆の国市が地域生活支援拠点をどのように

進めていくかを検討しました。

担当 井上 担当 杉山

病院看護師、施設看護師、CM、包括、相談

員、行政職員等

療養場面での本人・家族の気持ちに寄り添う支援のための「医

療と介護の連携のしおり」の活用について

担当

48 名 16 名 運営協議会委員　11名

地域包括支援センター運営協議会

内田

グループワーク：しおりに対する感想や気づき、活用のための改善

点について

在宅医療・介護連携推進会議【部会2】において昨年度までに作成しました媒

体類について、どのようにしたら、「多職種間で」「在宅の場面で」活用できるもの

になるかを検討しました。引き続き内容は検討していきます。

平成30年度地域包括の活動報告と平成30年度介護予防・日常生

活支援事業の実績報告に続いて、令和元年度事業計画等について

について各地域包括より説明を行い、承認いただきました。

イベント名 イベント名

日　時 日　時

参加者 参加者

2019/7/11 場　所 2019/7/11

テーマ テーマ

第2回多職種連携研修会

韮保C

2019/7/16 場　所 韮保C

場　所 大仁庁舎

参加者

テーマ 介護保険と障害福祉サービスの連携

10 名 61 名

イベント名自立支援協議会（地域生活支援拠点視察）

百花園宮前ロッヂ

認知症キャラバン・メイト養成研修イベント名

日　時 場　所 アクシス　かつらぎ2019/7/11 2019/6/27 場　所


