
●

● ひとり親世帯臨時特別給付金　申請受付中！

●

水 内容

参加 資料入手可

19

障がい福祉課

7
13:30

14:30

近況報告、おしゃべりによるピアカウンセリング

18

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第3会議室

介護の会
韮山福祉・

保健センター

13:30

内容

第５回JTC会議

木

19
13:30

木

16:00

17:00

16:00

プレーゲ

おおひと
社会福祉士部会20

13:30

15:00

水 内容

内容

14

15:30

16:30

相談センター

火

相談センター

17:00

大仁庁舎

第5会議室

参加

14:00

15:30

相談センター

17:00

障がい福祉課

移動支援の実施に向けて
「自分たちにできること」

参加 可能

時間 イベント名 場所 主催日

内容
・大仁警察署交通課による「高齢者事故の特徴」

　「市内事故多発道路」の報告

・ヒヤリハット体験の共有、俊敏性計測
参加 不可

16:00
相談支援事業所部会

歓迎

認知症キャラバン・メイトの育成等について検討

対象者の選定/対象者の支援方針・内容の検討

0558-76-8010

歓迎

認知症地域支援推進員連絡会

認知症初期集中支援チーム員会議
大仁庁舎

第2会議室

不可内容 事例検討④

内容

0558-76-8007

0558-76-8007

アンケートの読み取りと地域課題の抽出

精神包括CS部会
16:00

大仁庁舎

第5会議室

0558-76-8010
高齢者移動支援セミナー

参加 歓迎

28

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を受け付け

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、お問合せ下さい。

参加 資料入手可

27

☆厚生労働省のHPにコロナウィルスに関するQ&Aや働く方や事

業者の方に対する支援情報が出ています。また経済産業省の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/

　　　　shingatakoronakanrenjoho.html 木

055-949-9213

韮山包括韮山福祉・

保健センター安全運転講座

韮山福祉・

保健センター

相談センター

0558-76-8010

生活支援体制整備事業について 参加 歓迎

不可参加
今回も、事例提供者、助言者だけで開催します。

後日、事例へのアドバイス内容など、情報提供します。

0558-76-8010

相談センター

社会福祉協議会

055-949-5818

参加

障がい福祉課

参加

0558-76-8007

地域生活支援拠点について

20

火

青空居場所『農園づくり』協力者　募集！！
コロナ禍でサロンや居場所など、地域の方々が集まる機会が減ってい

る中、少しでも安心して誰もが集える空間として、農園を通した“青空

居場所”づくりを企画しています！(※裏面に詳細アリ)

　・畑や花に触れることが好き

　・足腰痛くて体は思うように動かないけれど、アドバイスならできる！

　・経験はないけれど身体を動かして、力ならいくらでも貸せる！　…等

屋外での居場所づくりに興味のある方に、ぜひお声かけ下さい！！

15:00

26
13:30

地域福祉講演会
アクシス

かつらぎ

社会福祉協議会

15:00

内容水

20
16:00 いずっち

訪問看護ステーション連絡会
大仁庁舎

食堂

055-949-5818

0558-76-8010

水 内容
訪問看護ステーションの現状報告

コロナ禍における支援体制の工夫
参加 歓迎

いちごの里

こども広場で

毎月行っている

『すくすくタイム』。

12月15日は、

『クリスマス会』と題して、

感染症対策を施し、親子８組が参加しました。

元気よくサンサン体操をしてからクリスマスバージョンの手

遊び。あわてんぼうのサンタクロースをみんなで踊りました。

「中身はなーんだ」のペープサートには手を挙げ答え、

サンタの制作は同じシールでもいろいろな表情の可愛いサ

ンタが出来ました。あっと驚くマジックショーではあっけにと

られた顔をして夢中で見ていました。

最後にアンパンマンサンタ登場！

みんな笑顔でプレゼントを受け取っていました。

新型コロナウィルスに関する相談窓口

火 内容
「口から見る健康と地域社会」

講演：わかば歯科クリニック　浅井秀明　歯科医  他

15:00

月 内容

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。

R3.1.1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

感染防止のため、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。



内容
田方自動車学校講師による高齢者講習や認知機能
検査の説明

内田

参加者参加者 30 名

日　時 2020/12/16 場　所 韮山福祉・保健センター

65歳以上の高齢者

日　時

　70歳以上の高齢者は運転免許を更新する際には高齢者講習を

受講します。田方自動車学校では、年間約4,500人の高齢者講

習を実施しているそうです。75歳以上の高齢者は記憶力と判断

力を測定する認知機能検査を事前に実施します。検査結果に

よって講習の受講と合わせて医師の診断書が必要になります。

　実際の受講者が教習所内を走行する車内映像で、一時停止を

無視したり反対車線を走行したり、事故につながりそうな場面

を確認し、自身の運転を再認識するよう呼び掛けました。

　この講座では、ＢＭＩの算出や、指輪っかテストを実
施し、自分の状態を把握することから始め、低栄養の原
因と予防についてお話を聞いていただきました。また、
フレイルを予防するためには、栄養だけでなく、口腔体
操や運動も大切なので、おうちで簡単にできる口腔体操
や、ＣＭ体操を紹介をしました。
　サロンでは、感染防止対策を行い、みなさん熱心に聞
いてくださいました。

担当担当 川口

高齢者の食事について内容

日　時

沖出

名10

大仁庁舎　第1会議室

内容

担当

会議名 家族のための精神福祉講座

参加者

2020/12/4
           12/18

場　所

精神疾患を抱える家族のための講座

中島サロン（栄養講座）会議名

市民、かのがわ会員　他

中島防災センター

12 名 サロン参加者、サロンボランティア

2020/12/21 場　所

１日目：こころの病の理解と治療について、薬との付き合い方、

　　　　家族の対応の仕方と医療機関との付き合い方

２日目：家族と本人を支える地域の社会資源と制度

　　　　当事者・家族の体験談

１日目は医師、薬剤師などの専門職から主に統合失調症についての

話がありました。２日目は当事者の方の体験談や地域で病院に通い

ながらその方らしい生活を送っているご家族のお話を聞くことがで

きました。今年はコロナ感染予防の関係でご家族同士の思いを語り

合うことはできませんでしたが、体験談を通して多くを学ぶことが

できました。

長岡庁舎 市長応接室

会議名 安全運転講座

担当

安全安心見守りネットワーク事業に関する協定

市長、横溝有美子沼津支社長ほか

　伊豆の国市と第一生命保険株式会社沼津支社は、市内の高
齢者、障がい者及び子ども等の見守りを必要とする住民が住
み慣れた地域で安心して暮らせるよう、安全安心見守りネッ
トワーク事業への協力に関し、協定を締結しました。
　伊豆長岡営業オフィス及び修善寺営業オフィスの営業員
が、訪問や窓口での営業活動中に、異変のある高齢者や子ど
もを確認した場合、市へ連絡が入ることになります。その結
果、早期の発見や必要な対策が行われることとなり、これま
で以上に住み慣れた地域で安心して生活できることが期待さ
れます。

内田

参加者 名

内容

6

会議名

日　時 2020/12/4 場　所

第一生命保険（株）沼津支社
安全安心見守りネットワーク事業・協定締結式

園芸福祉ボランティアなごみの

皆さんが、居場所農園づくりに

先がけ、約1600㎡の

畑にレンゲの種を

蒔いて下さいました！

春が楽しみ～♪♪♪

皆さまが支援されている方々や、野菜や花づくりに興味のある方が

いらっしゃいましたら、ぜひお声掛けをお願いいたします。

もちろん、これを読まれるあなたも大歓迎！！


