
● ひとり親世帯臨時特別給付金　申請受付中！

●

　

相談センター

火 内容
開始時間　①11:00～　②11:45頃～

野菜・惣菜・弁当・パン等の販売、買い物支援
参加 歓迎

24
19:00

虐待防止ネットワーク会議
大仁庁舎

第1会議室

相談センター

20:00 0558-76-8010

木 内容
虐待防止対策について

研修会について　他
参加 資料入手可

　道の駅「伊豆のへそ」買い物支援・試行中！

　高齢者の買い物支援や閉じこもり予防のため、道の駅「伊豆のへそ」の

ご協力のもと、買い物支援事業を今年度より試行してます。今回で3回の

実施となりましたが、無料送迎バス乗車も3密を避けるため、定員の半数

で運行し、参加者も事前の体温管理やマスク装着を徹底しています。コロ

ナ禍で閉じこもりがちになっている中「気分転換になった」「自分で品を選べ

るのはとても嬉しい！」「みんなと久しぶりに

会えて楽しかった」等の声が聴かれました。

　敷地内には雨もしのげるウォーキング

コースや屋外のベンチもあり皆さん思い

想いに過ごされました。

笑顔の食材市（再開）8
11:00 ①千代田公園

②湯の家12:00 0558-76-8010

☆厚生労働省のHPにコロナウィルスに関するQ&Aが出ています

　ので、確認をお願いします。働く方や事業者の方に対する支援

　情報も出ています。

☆経済産業省のHPにも経済支援の情報が出ています。

☆市の新型コロナウィルスに関する情報

（対応や相談窓口）についての掲載⇒

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/shingatako

ronakanrenjoho.html

新型コロナウィルスに関する相談窓口

木 内容 対応マニュアル検討① 参加 資料入手可

24

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生

活を支援する、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請も受け付

けています（令和3年2月末まで）。

児童を扶養しているひとり親の方で、遺族年金など公的年金を

受給中の方や所得制限で児童扶養手当を申請していない方も

支給対象となる場合がありますので、お問合せください。
17

17:30
自主勉強会

大仁庁舎

第1会議室

相談センター

18:30 0558-76-8010

水

木

16
16:00 いずっち訪問看護ステーション

所長会議

大仁庁舎

第2会議室

相談センター

17:00

参加

水

16
障がい福祉課

17:00

水 内容
伊豆の国市における成年後見制度利用促進に向

けた今後の施策と実施機関について
参加 資料入手可

15:00
精神包括ケアシステム部会

大仁庁舎

第1会議室 0558-76-8007

内容
精神障がい者をもつ家族懇話会の企画

アンケート結果の読み取り
参加 資料入手可

内容
訪問看護事業における現状、課題

看護分野の地域医療における情報交換

障がい福祉課

17:00 0558-76-8007

0558-76-8010

資料入手可

時間 イベント名 場所 主催日

内容

3
19:00

多重問題を抱える家族のケースを通して『支援方法』の検証を

してみよう！家族支援方法：ABCXモデルへの落とし込み
参加 可能

16:00
相談支援事業所部会

大仁庁舎

第３会議室

2

成年後見制度の活かし方、市民が担い手となること

の意義について
可能参加内容水

0558-76-8012

伊豆の国社協韮山福祉・

保健センター
成年後見制度普及啓発講演会

11:30

10:00

介護予防事業評価委員会 大仁庁舎
相談センター

20:00 0558-76-8010

木 内容
介護予防事業(楽だら体操教室等)の効果測定や

健康寿命延伸のための取り組み検討について
参加 資料入手可

相談センター
地域包括社会福祉職部会

韮山福祉・

保健センター

10
16:00

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第３会議室

障がい福祉課

17:00 0558-76-8007

16
13:30

木 内容
グループホーム、ショートステイ事業者との話し合いに

ついて（１）
参加 資料入手可

15:00 0558-76-8010

共有ツール

伊豆の国市から、医療・福祉・介護に携わる皆様と共有したい情報を発信します。

R2.9.1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

今月の１枚

新型コロナウイルス感染防止策を取りながらの開催となります。

状況に応じ、急きょ、中止や延期となる可能性もあります。

各種会議等の開催については、各主催者にお問い合わせ下さい。



認知症サポーター養成講座（申込受付中） 認知症と共に生きる～認知症ガイドブック～（配布中）

内容：認知症の正しい知識、認知症の 「認知症を診てくれる医療機関を知り

人への接し方、認知症の予防方法、地 たい」「相談したい」「仲間がほしい」「ど

域でできることなど んなサービスがあるか知りたい」など

問合せ：各地域包括支援センター 認知症に関する案内を１冊にまとめま

＊少人数での開催、換気・消毒の徹底 した。各地域包括支援センター、市役

などをお願いしています。 所で配布しています。

認知症カフェ（３か所で再開） 認知症初期集中支援チーム（対象者募集中）

認知症の人、家族、地域住民、専門職 認知症（疑いを含む）の人や家族

など、だれでも参加できる集いの場で を訪問し、初期の支援を行います。

す。認知症に関することや身の回りの 医療サービス、介護サービスを受

心配事の相談もできます。 けていない人、中断している人が

市内３か所で再開しています。 対象です。対応に苦慮している人

問合せ：各地域包括支援センター の相談も可能です。

参加者 11 名
相談センター有志、観光課有志(社会福祉士)

訪問看護ステーションひまわりケアマネ有志

担当

三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町の３市１町が主催する市民後

見人養成研修の説明会を開催しました。平成30年度に修了し日常

生活自立支援事業の支援員として活動する佐藤さんから語られる

「受講中は自分にできるか不安であった」「支援者と距離感に悩ん

だが、話を聞き声を掛けるうち相手の大切なものに気付けた」と

いった体験談に参加者は決意を新たにしたようでした。

今年度は新型コロナウィルスの影響からＤＶＤ視聴による在宅学習

が中心となります。9/18(金)まで社協で申込みを受け付けます。

内田担当

日　時 2020/8/25 場　所

市民後見人養成研修　説明会

参加者 名

介護予防・終活セミナー

韮山福祉・保健センター

一般市民

内容

一般市民

①介護保険制度について　②介護予防体験
③終活の基礎知識

成年後見制度、市民後見人養成研修カリキュラム
等について

約 50

会議名

日　時 2020/8/24 場　所

会議名

参加者 名約 30

韮山福祉・保健センター

順天堂大学静岡病院における訪問看護の取り組みと、地

域の看護職の連携について
内容

　順天堂大学静岡病院で行われている訪問看護の取り組みや認定看護師の

活躍の場面について事例を通して学びました。入院～自宅療養の流れの中

で、医療機関からの丁寧な関わりを地域の中でも継続して支えるにあた

り、各分野の看護職・相談員が、どんなタイミングでどんな連携を図って

いけばいいのか検討しました。

　3密を避けるため、今回はグループワーク形

式をとれませんでしたが、同じ空間の中でお

互いの考えや想いを聴くことができ、これからの

地域医療の支援に繋がる機会となりました。

担当 古野

内容

参加者

順天堂大学静岡病院

別棟　第1会議室

19 名
順天堂大学静岡病院の看護師、市内医療機関の相談

員、訪問看護ステーション看護師、

市健康づくり課・相談センター保健師

　先月の「あくしゅ」8月号のイベント予定を見て、「私たちも一緒に勉強

させてください！」と訪問看護ステーションひまわりのベテランケアマネ

ジャーの皆さまがご参加くださいました！（とても嬉しかったです♡）ケア

マネジャーの皆さまも様々な研修の中で、また日々関わるケースを通し、エ

コマップを書かれることが多いのだとか…。今回は、1つの家族に多くの支

援者が介入していた実際のケースから、“支援者間の連携”を切り出して検

討することで、★どうしたらキーパーソンを支えることができたか、★どこ

に情報を集約すればよかったか、★各分野の支援者リーダーを確立すればよ

かった、等、とても熱のこもった勉強会となりました。

担当 沖出

看看連携ここいきサポートネットワーク　事例検討会会議名

日　時 2020/8/25 場　所

①では、韮山地域包括支援センターから介護保険料や介護認定の話

がありました。②では、ダスキンヘルスレントの講師の指導を受

け、指運動や立上り運動、脳トレを一緒に体験しました。指運動な

ど一部はホームページに掲載されているそうです。③では、伊豆の

国市版エンディングノート『わたしの道しるべ～伝えるノート～』

を使用して、相続手続支援センター静岡の講師から必ず押さえてお

きたいポイントの説明があり、講師の経験談に笑いながらも皆さん

熱心に聞き入っていました。

内田

内容 エコマップを書いてみよう！

会議名 自主勉強会

日　時 2020/8/20 場　所 大仁庁舎 第3会議室


