
●

● 年金生活者支援給付金請求手続き

● 体操教室スタッフ大募集中!!

内容
各地区体操教室にて、握力、歩行能力、バラン

ス等をチェック。測定後PTの運動指導あり
参加 歓迎

相談センター

15:00 0558-76-8008

火 内容
子どもの事故・救急法、子どもの発育と病気、障

害のある子の預かり、小児看護などについて学ぶ
参加 歓迎

上旬～ 介護予防教室身体機能評価
各体操

教室会場

相談センター

0558-76-8010

各地区体操教室にて身体機能評価実施中!!

　握力や、歩行能力、バランス等をチェックし、測定

後、PTの個別運動指導を提供しています。専門的

な指導が聞けるとあって、参加者には大変好評で

す。参加者には90代の方も・・。一度見学してみま

せんか？詳しくは、相談センターまで。

19:00

20:30

土 内容
市内の福祉・ボランティア団体が多数参加する

福祉のお祭、各種模擬店や体験ブースなど

13:00

15:00

第12回(春風会)ふれあいの

集い

16:00

田方・ゆめワーク家族懇話会
大仁庁

舎

自立支援協議会（相談支援

事業所部会）

16:00

　＊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 地域課題の抽出と検討①

可能

10・

24
大仁庁舎

障がい福祉課

0558-76-8007

参加

15

場所時間 イベント名

参加 不可

17:00

内容

17:00

ここいきサポートネットワーク運

営会議（看看連携）

10:00

12:00

主催日

大仁庁

舎

参加内容
～家族が元気なうちに自立の力を～

ゆめワーク利用者の家族によるワークショップなど
土

13:00

16:15

内容月

19

大仁庁舎

歓迎

歓迎

相談センター

055-949-5818

参加

12

木

韮保C

事例検討会

第２回在宅医療・介護連携推

進会議

障がい福祉課

0558-76-8007

市社協

13:30
主任介護支援専門員連絡会

15:00

各部会における検討事項の中間報告・協議、

今後の活動について

市民ふれあい広場

火

21

23
13:30 権利擁護研修会(要申込）

　講師:ぱあとなあ静岡古井慶治

韮山時

代劇場

相談センター

15:00

相談センター

0558-76-8010

大仁庁

舎

相談センター

0558-76-8010

アクシス

かつらぎ

春風会

0558-76-6755

水 参加 歓迎

木 参加 歓迎内容
2月開催「シンポジウム」の内容検討、医療と介

護をつなぐ共有連携ツールの活用について

2

内容
利用者・職員によるステージ発表、ふれあい交

流体験、利用者製作品の展示・販売

3

　場所：韮山時代劇場　大ホール

10/5　13:00～　伊豆健康ﾌｫｰﾗﾑ開催

　テーマ：感染症で困らない伊豆を作る

　　第１部　講師：倉井華子先生

　　　　　　県立静岡がんC感染症内科部長

　　第2部　講師：荘司貴代先生

　　　　　　県立こども病院小児感染症科医長

消費税増税に伴い、低所得の年金受給者への上

乗せ支給です。対象者には直接通知されています。

参加 資料入手可

市オリジナル体操「楽だら体操」のスタッフを募集中。

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟも充実！ご自身の健康維持のため、体操

スタッフとして活躍してみませんか？詳しくは、相談C

まで。(養成講座11月開催予定)

0558-76-8010

0558-76-8010

水 内容
成年後見制度の利用概要と本人情報シートの

記載方法等について
参加 可能

29～
10:00 子育てサポーター養成講座

　(全6回要申込１講座のみ受講可)

大仁くぬ

ぎ会館

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

R1.10.1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



程度

イベント名認知症推進員連絡会・認知症初期集中チーム員会議 イベント名自立支援協議会（相談支援事業所部会）

日　時 2019/9/17 場　所 大仁庁舎 日　時 2019/9/12.26 場　所 大仁庁舎

参加者 10 名
認知症地域支援推進員、認知症初期集

中支援チーム員
参加者 各10 名 相談支援事業所相談員

テーマ
地域の実情に応じた認知症施策の推進

認知症の早期診断・早期対応のための体制整備づくり
テーマ 一般報告会について、事例検討

内　容
認知症施策について・認知症初期集中支援対象者の事

例検討
内　容

・11月下旬に韮山福祉保健Cで開催予定のキャラバン・メイト交流会

の内容について検討。NTT東日本病院認知症疾患センターの講演と

認知症サポーター養成講座開催へ向けてのワークショップを行う予定。

・チーム員対象者の受診支援の検討を実施。認知症やその疑いのあ

る方で医療・サービスに結びついていない方がいたら御連絡ください。

令和元年12月7日（土）に実施する地域自立支援協議会　一般

報告会について検討しました。

精神障害がある息子（50歳代）と心疾患がある母（80歳代）が

片付けられない家でどの様に暮らしていけるか、今後の方向性について

検討しました。

担当 村上 担当 井上

イベント名第１回　虐待対応研修 イベント名韮山圏域多職種事例検討会

日　時 2019/9/19 場　所 アクシスかつらぎ 日　時 2019/9/11 場　所 韮山福祉・保健C

参加者 37 名
市内ケアマネ、福祉関連サービス事業

所職員
参加者

ケアマネ、警察･消防関係者、民生

委員など

テーマ 虐待基礎知識について テーマ 遠方の家族をどのようにつないでいくのか？

57 名

内　容
講師：社会福祉法人　あしたか太陽の丘

　　　　　富士見学園　鶴田　安弘　氏
内　容 認知症高齢者夫婦の終末期の支援について

虐待の早期相談につなげ、虐待を予防することができることを目的に研

修会を実施しました。事例を交えながらのわかりやすい講義でした。

２日目の応用編では、虐待受付からその後の支援について学びます。

Ｒ元年10月３日（木）アクシスかつらぎ　多目的ホール

13時00分～16時15分（受付12時30分～）

山間地在住の高齢者夫婦の終末期の支援について、疎遠と

なっていた家族をどのようにつないでいくか検討をしました。家族

の役割やそれぞれの立場で出来ることを話し合いました。吉田

弁護士による親族間の法的義務(扶養義務)についてのミニ講

座もありました。
担当 沖出 担当 韮山包括

イベント名 いきがい・助け合いサミットin大阪 イベント名
シズケア：かけはし活用検討委員会・インストラク

ター養成研修

日　時 2019/9/9・10 場　所 大阪府立国際会議場 日　時 2019/9/18 場　所 韮山福祉・保健C

参加者
生活支援Ｃ、地域活動関係者、地方厚生局、

地方自治体、民間関係者、関心を持つ市民等
参加者 25 名

田方圏域シズケア＊かけはしインス

トラクターなど

テーマ
共生社会をつくる地域包括ケア

～生活を支えあう仕組みと実践～
テーマ シズケア：かけはしの普及と活用方法について

約3,000 名

内　容
「ベンチプロジェクト」による登壇、「笑顔の食材市～

千代田区～」ポスターセッションさん参加
内　容 システム操作説明及びインストラクター派遣の流れ

H28年より当市にて地域のコミュニティづくりの一環として展開中の｢ベンチプロ

ジェクト｣について、土屋建設(株)土屋龍太郎社長が登壇。現在、市内に40

箇所51基のベンチが“笑顔の花を咲かせる”コミュニティベンチとして設置済みで

す。また、千代田公園や湯の家にて毎週火曜日開催の笑顔の食材市について

全国の方々に知っていただく機会になりました。

「シズケア：かけはし」システム開発元であるSBS情報システム職員に

よる活用方法や操作説明が行われました。今後、インストラクター派遣

に関する流れについて、参加者で検討しました。便利さを実感できる

と、活用も進みます。是非導入について、ご検討ください。

担当 古野 担当 古野


