
●

アピタ大仁店にて小中学生の人権ポスター等展示

● 2/17 10：00傾聴ボランティア養成講座

● ２/17～大仁庁舎で確定申告受付開始

●

１/28　常葉大学准教授　小村隆史先生による、地域福祉

講演会「伊豆の国市に起こる災害と民生委員、社会福祉法

人の役割」が、アクシスかつらぎ多目的ホールにて行われまし

た。122名の方が参加。昨年台風１９号による被災を経験

し、民生委員や支援者が災害や防災の知識を深めてメッセン

ジャーとして伝えてほしいと訴えていました。

17:00

自立支援協議会

相談支援事業所部会

13:00

16:30
自立支援型ケアプラン研修

10:00

12:00

ファミサポスキルアップ講習会

（発達障害講演会）

16:30 地域づくり会議

(順天堂医療相談室との共催)

木

大仁庁舎

時間 イベント名

在宅医療普及啓発

9:30

11:00
介護予防教室身体機能評価

16:00

17:30

7

場所

可能

相談センター

0558-76-8010

可能

　＊参加していただける場合は、主催者へご一報ください。

参加 可能

内容
「地域と外来との連携②」をテーマにグループワー

ク

13

内容

歓迎

27
韮山

時代劇場

市障がい福祉課

0558-76-8007

参加

20

市相談センター

0558-76-8010
14

内容
自立支援型介護予防ケアプランの作り方

講師:神奈川県介護支援専門員協会松川竜也氏

17

韮保C28

28

木

内容
講話:和気あいあいの仲間づくりに必要なこと

講師:精神保健福祉士　河合孝彦氏

3/1 9:30～ 場所:順天堂大学保健看護学部

　障がい児者と家族・支援者・施設に求めら

れる災害対策（講師：常葉大学小村隆史

准教授）

参加 可能

相談センター

0558-76-8010
韮保C

055-949-5818

参加

韮保C
市社協

参加 歓迎

演題：地域生活活動支援拠点事業とは

講師：静岡福祉大学　准教授　渡邊英勝氏

19:00

21:00
シズケア＊かけはし研修会

13:30

15:00
地域生活支援拠点事業研修会

9:30

内容
シズケア＊かけはしシステム説明、モデル事業事

例報告など

内容

0558-76-8007

月 内容
演題：発達障害は変化する

講師：公益社団法人発達協会　湯汲英史氏
参加 歓迎

木 参加 可能事例検討会

くぬぎ

会館

金

あやめ

会館

市相談センター

0558-76-8008

主催日

21

星和

公民館

市相談センター

0558-76-8010

順天堂
相談センター

0558-76-8010

各体操

教室会場

市相談センター

0558-76-8010

火 参加 歓迎

金 参加 歓迎内容
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。測定後のPTの指導あり

4～

内容
テーマ：「人生100年時代を安心と楽しみで自

分らしく豊かに生きるために必要な3つのこと」

市障がい福祉課

2/1～2/15　人権ポスター展

　会場：韮山福祉・保健C

　内容：傾聴について学ぼう!～ロールプレイ～

　講師:静岡英和学院大学　植田智也氏

駐車場が混雑しますので、大仁庁舎にお出か

けの際は、旧田京幼稚園跡地（田京交番

裏）をご利用ください。受付期間:3/16まで

金

12:00

サロン事業説明会・

サロンボランティア養成講座

13:30

15:00

体操ボランティア(楽だら～頭)

フォローアップ講座

金 内容
講話:～笑う門には福来る～頑張るサロンを目指して

講師：精神保健福祉士　河合孝彦氏

参加金

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

R2.2.1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



日　時 2020/1/9.23 場　所

イベント名

日　時 場　所 アクシスかつらぎ

韮山地区圏域会議（中区）

中区公民館

中区区民、包括、行政

「今の中区、これからの中区」

認知症地域支援推進員連絡会

認知症初期集中チーム員会議

2020/1/17 場　所

場　所 韮山福祉・保健C

参加者

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

104 名 11 名

講義「後見事務の終了時の実務」とグループワーク

担当 韮山包括 担当

26 名 17 名 市民後見人養成研修受講者

3市1町市民後見人養成研修修了式

社協

区の現状・特徴、困りごとと強みの抽出・共有、GW

韮山包括による中区の現状説明と、参加者によるグループワー

ク（中区の強み、困っていることの抽出）を実施。「みんなと寄

り合える場所が欲しい」などの意見があがりました。寄り合える場

所の設置に向けて2月上旬にまた話し合いが行われる予定で

す。

　受講者19名のうち全過程に出席した17名（当市は4名）

に修了証が手渡されました。今後、日常生活自立支援事業の

支援員として1年間実践を積み、社協法人後見の市民後見

人支援員として活躍予定です。

イベント名 イベント名

日　時 日　時

参加者 参加者

2020/1/24 場　所 2020/1/28

テーマ テーマ

内　容 内　容 講師：井上尚人司法書士、鈴木信宏司法書士

推進員連絡会では今年度の活動の振り返りを行いました。初期集中

チーム員会議では、事例検討を２件行いました。チーム員は早期に鑑

別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受けられる“初期”

の体制を整えるための対応をしています。対象と考えられる事例があれ

ばご相談下さい。

日　時

参加者

サンウェルぬまづ

消防・救急担当職員、圏域包括職員、行

政

消防・救急隊員向け認知症サポーター養成講座

包括と消防・救急隊員とのグループワーク

グループワーク：

認知症高齢者の早期支援に向けた救急隊との連携

テーマ

日　時

内　容 内　容
認知症施策に関する検討

認知症初期集中支援対象者の事例検討

駿東伊豆及び富士山南東消防本部の消防・救急隊員と各圏域包括

職員、行政職員が集まり、急増する認知症高齢者世帯の救急搬送の

問題点と連携について話し合いました。救急キットの更新や支援者の明

確化の工夫などの意見が出ました。3月17日には、伊豆の国市内の消

防、福祉関係者、医療機関との話し合いを予定しています。

2020/1/21 場　所 大仁庁舎

認知症地域支援推進員及びチーム員

担当 古野 担当 村上

　今ある資源を活用し地域で生活する障がい者を支援する(面的整

備)ため、2/27(木)13:30- 韮山時代劇場で静岡福祉大学渡邊准

教授を講師にお招きし、講演会を実施します。渡邊先生にお伺いした

いことを整理し、地域生活支援拠点の基礎知識や面的整備を推進す

るためにそれぞれができることを学ぶ準備をしました。

イベント名 イベント名

名 参加者 各10 名 相談支援事業所の相談員民生委員・社福法人職員、一般市民等

テーマ
事例検討会、緊急対応報告、地域生活支援拠点につい

て

内　容

伊豆の国市に起こる災害と民生委員・社福法人の役割

大雨時の沼津河川国道事務所や国土地理院のHPの地図で狩野川

の水位や自宅（施設）の標高を確認するなど危険度を知る方法につ

いて、実際のホームページ画面を確認しながら説明がありました。地震と

水害では避難所が異なることなど、知識がなければ意識は生まれないの

で、専門職はメッセンジャーとして周知してほしいと訴えていました。

講師：常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史先生

消防・救急隊員との話し合い

担当 社協 担当 沖出

参加者

テーマ

内　容 地域生活支援拠点講演会の内容について検討

122

2020/1/28

イベント名 自立支援協議会（相談支援事業所部会）

大仁庁舎

地域福祉講演会


