
●

● 子ども食堂、おもちゃ図書館閉館中！

● 新型コロナウィルス感染症が発生した場合の対

応について、厚生労働省が各種通知を出して

います。状況は刻々と変わっていますので、逐

次確認をお願いします。また記載された会議も

急遽中止になる可能性があります。

社協

16:00 055-949-5818

土 内容
記念講演「しあわせ」

講師　お笑い福祉士めんぼーくん(河合孝彦氏)
参加 歓迎

21:00

介護保険運営協議会・地域包

括支援センター運営協議会

水 内容 本年度事業報告、来年度事業計画について

25

参加 可能

主催日

18

大仁庁舎
障がい福祉課

0558-76-8007

韮保C
市相談センター

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

木

3～

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」

18 大仁庁舎
相談センター

0558-76-8010

参加

19:00

内容

19

19:00

21:00

大仁庁舎
長福課・相談C

本年度の事業報告、来年度事業計画について

地域づくり会議

ケアプラン点検報告会

在宅医療・介護連携推進会議

本年度事業実施報告と来年度事業計画、自

立支援地域ケア会議の実施について

参加 可能
講師：エムオーエー奥熱海クリニック

　　　　　院長　佐久間　哲也先生

不可

不可

0558-76-8010

参加

内容

17

相談センター

0558-76-8010

参加 歓迎

長寿福祉課

0558-76-8009

大仁庁

舎

木 内容 本年度事業報告、来年度事業計画 参加 可能

大仁庁舎

木

韮保C
社協

055-949-5818

第3回介護予防事業評価委員会

19:00

21:00
成年後見運営委員会

13:30

21:00

場所

13:00

16:00

内容

　＊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 不可

内容
テーマ：消防救急隊と医療機関とCMの連携

内容：グループワーク

12

内容

大仁庁舎

時間 イベント名

障がい福祉課

0558-76-8007

木 参加 可能
テーマ：家族が見える！エコマップの書き方

講師:順天堂静岡病院認定看護師 勝又恵美氏

12

災害時避難行動要支援者新規登録実施
水

内容

水

在宅医療普及啓発

13:30

15:00
ゲートキーパー養成講座

16:00

15:00

本年度介護予防事業の評価、来年度事業計

画

12

7
13:00 第４回市民ボランティアのつど

い
韮保C

火

H30.4.1からR1.10.31までに要介護3以上の

認定、身障手帳・精神障害者手帳１，２級、

療育手帳A、指定難病受給者証交付を受けた

方を対象に、新規登録のご案内文書を発送しま

した。書き方等の説明の支援をお願いします。

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、当面の

間中止しています。問合せ：社協

2/17  ファミサポスキルアップ講習会(発達障害講演会）

　講師：公）発達協会　湯汲英史先生　参加者52名

発達障害や自閉症と診断された児童が、幼少期のみならず

大人になっても成長する姿を、実例のビデオを交えて説明。発

達障害は個性でありとても身近である事、地域の温かい見守

りの中で緩やかに繋がっていることが重要だと感じました。

17:00

エコマップの書き方研修

(相談支援事業所部会と共催)

19:00

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

R2.3.1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

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、取り消し線の引か

れた各種会議が中止となりました。体操教室等も3月中は中

止です。その他は事業は主催者にお問い合わせください。



①「シズケア＊かけはし」システム説明

②グループ別活用コア研修

③インストラクター講師依頼の方法について内　容 内　容

・地域福祉活動拠点づくり助成金説明（社協）

・サロンの保険について（社協）

・介護予防専門スタッフ派遣事業について（相セ）

・地域介護予防活動支援事業費補助金について（相セ）

インストラクター向けの講習会の後、実際に利用している事業所やこれから

導入を予定している事業所がグループになり、グループごとに実際にパソコン

のデモ機を使って使い方を体感しました。活用者からの言葉を聞きながら体

感することで便利さを実感し、その場で導入を決断した事業所もありまし

た。

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、事業を縮小し、説明会のみ

開催しました。東部保健所では、薬に関する講座開催のため、無料で

薬剤師を派遣する事業があるそうです。申し込みは直接東部保健所

へ。食育すごろくを健康づくり課で作成しましたので、サロンや認知症カ

フェ等でご活用ください。

担当 古野 担当 川口

テーマ テーマ

日　時 2020/2/21 場　所 韮山福祉・保健C 日　時 2020/2/28 場　所 韮山福祉・保健C

参加者 43 名 伊豆の国市・函南町居宅ケアマネ他 参加者 62 名 サロンボランテイア

くぬぎ会館

担当 杉山

内　容 身近なテーマを３つに絞ってグループワークを実施 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

①難聴や電話未設置など連絡がとりにくい方の支援、②受診同行や医療

同意などケアマネが出来ない事を求められた場合の対応、③連携シートの

活用場面についての3つのテーマから各グループ1つ選択しグループワークを

実施。お互いの立場の現状についての理解を深め、対応策を検討しまし

た。

推進員連絡会では認知症カフェとオレンジ新聞（認知症キャラバン・メ

イト広報誌）に関する今年度の振り返りと次年度の活動についての検

討を行いました。初期集中チーム員会議では、事例検討を行いました。

５月より支援をした対象者が医療と介護サービスにつながったため、支

援終了といたしました。

担当 村上

テーマ
介護予防ケアマネジメント研修

～やる気を引き出す自立支援型介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ～

講師：神奈川県介護支援専門員協会

　　　　　　副理事長　松川竜也　先生

テーマ

内　容 内　容

2020/2/20 場　所 日　時 2020/2/18 場　所 大仁庁舎

介護予防ケアマネジメントは、サービス利用から卒業し、地域の活躍の場（支える

側）にまでつなぐこと、本人の強みに着目し、行動変容を促すことなどが重要と、松

川先生の熱い講義に、参加者は引き込まれていました。具体的なケアマネあるある

実例や自立支援型のデイサービスの内容などが紹介されました。来年度は6/16

（火）に1日研修を予定しています。ぜひご参加を。

　令和２年度中に整備する「地域生活支援拠点事業」について学びまし

た。障がい者が地域で安心して生活できるよう①相談②緊急時の受け入

れ③体験の場④専門性⑤地域の体制を整備します。断らない相談支援

（高齢・障がい・こども・困窮を一体的に行う）や関係機関・事業所の一

人一人が主体となって取り組む必要があることがわかりました。

イベント名 第3回シズケア＊かけはし研修会 イベント名 いきいきサロン事業説明会

参加者 54 名 順天堂看護師、ケアマネ、薬剤師等 参加者 10 名 認知症地域支援推進員及びチーム員

テーマ 外来と地域との連携② 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

担当 杉山 担当 沖出

イベント名 介護予防ケアマネジメント研修 イベント名
地域生活支援拠点事業研修会

地域自立支援協議会（相談支援事業所部会）

日　時 2020/2/14 場　所 日　時 2020/2/27 場　所
時代劇場

映像ホール

地域生活支援拠点事業研修会

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
※新型コロナウイルス感染予防のため、規模を縮小し、講義形式で実施。

参加者 38 名 市内居宅ケアマネ、包括職員 参加者 26 名
自立支援協議会員

地域相談支援事業所相談員

イベント名 地域づくり会議（順天堂医療相談室との共催） イベント名
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

日　時 順天堂静岡病院

新型コロナウィルス感染拡大予防のため、

規模縮小・参加制限・延期・中止等の対応しました


