
●

●

0558-76-8010

木

055-949-5818

　6月1日(火)8：30より、市内3地区で市職員による予約のサポートを行います。インターネットを使えない方、周りのサポートを得られない方はご利用ください！

【会場】　韮山地区：韮山支所（農村環境改善センター会議室）　・　長岡地区：あやめ会館1階（長岡庁舎隣）　・　大仁地区：　大仁市民体育館（広瀬公園横）

【持ち物】　①接種券、　②名前・住所・電話番号の分かるもの

11
13:30 看護協会主催

ここいきサポートネットワーク会議
大仁庁舎

第1会議室

相談センター

15:00 0558-76-8010

金 内容
看看連携の体制構築について
今年度の活動計画について

参加 資料入手可

参加 歓迎

17
19:00

成年後見人運営委員会 未定
相談センター

20:00

16:00

ケアマネ連絡協

内容

木 内容

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室
主任ケアマネ連絡会

火 内容

近況報告、
おしゃべりによるピアカウンセリング

参加

15:00

資料入手可

参加 不可

17
17:30

自主勉強会
大仁庁舎

第3会議室

相談センター

18:30 0558-76-8010

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

0558-76-8007

相談センター

相談支援事業所部会
大仁庁舎

第3会議室

0558-76-8010

大仁庁舎

第1会議室

参加

16

火

相談センター

参加 資料入手可

月

資料入手可内容 参加水
各訪問看護ステーションの状況より、地域の
課題について

いずっち訪問看護ステーション
所長連絡会17:00

相談センター

介護の会 韮山福祉・

保健センター

内容

参加

13:30 社会福祉協議会

木

不可

22
13:30

15:00

17:00

介護相談の窓口の紙媒体づくり、

警察、消防、市内店舗・企業等とのﾈｯﾄﾜｰｸ作りについて

内容
研修「おとなの発達障害について」
講師　静岡県東部発達障害者支援センターアスタ

ワクチン接種予約お助け隊がサポートします！

木

24

場所 主催日

15

（HIT居宅:倉田氏）20:30

不可

内容

木

伊豆保健医療センター内科：清水医師との
合同勉強会

大仁庁舎

第１会議室

エコマップを書いて、支援者間共有の方法
を学ぼう！　事例検討①

新型コロナウィルスワクチン接種に関する情報

内容

10

21

19:00 韮山福祉・

保健センター

伊豆の国市・函南町

介護支援専門員連絡協議会　勉強会

事例検討②（支援計画の検討）

大仁庁舎

第3会議室

時間 イベント名

14:30

16:30

17:00

障がい福祉課

0558-76-8007

15:30
相談支援事業所部会

障がい福祉課

内容 参加

参加

歓迎

認知症キャラバン・メイト スキルアップ研修・交流会につ

いて等／チーム対象者の支援方針について

　令和3年度中に65歳以上に達する方を対象に、

新型コロナウィルスワクチン接種を進めています。次

回は6月1日(火)午前8：30から予約再開します

（6月3日から7月30日までの接種分）。

詳細については、随時更新されます市ホームページ

にてご確認ください。

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

ngatakoronakanrenjoho.html　　　　　　⇒

【問い合わせ先】伊豆の国市コールセンター

　0570-055-671(平日8：30～17：15)

　市内にベンチが広がっています
　　　　　　　　　～ 伊豆の国市ベンチプロジェクト ～

　建設業協会やシルバー人材センター工作同好会のご協力によ

り、今年度も素敵なベンチが製作されています。設置場所には、地

域の方々におなじみの公民館や、「ここによく集まっているよー」と

いう情報をいただき、見守り手もいる空間に設置させていただいて

います。5月には、守木公民館や下畑の茅野っ子ひろば（野外学

習センター）にも新たに設置されました。

　梅雨の晴れ間には、お散歩がてら足を運んでいただき、少しゆっ

くりと優しいベンチに腰を掛けてみてください。普段見慣れている

風景も、少し違って見えてきますよ。

　皆さまがご支援されている方々にもぜひお声かけ

いただき、お時間のある際には一緒に歩いていただ

けますと幸いです。

　ベンチマップは、ホームページにて更新中です！⇒

10
16:00

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。

R3.6.1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

COVID-19感染症拡大防止のため、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。

今月のにっこり2枚
8月へ移動



古野

日　時 2021/5/14～23

内容

日　時 韮山福祉・保健センター

会議名 介護の会

2021/5/17 場　所

「地域ケア会議」をテーマとした研修（長岡包括担当）

参加者 60 名

ウェブでの視聴研修

場　所

おしゃべり会会議名

日　時 大仁地区内

会議名 地域づくり会議

担当

若年性認知症の方の家族によるおしゃべり

家族２名・介護支援専門員　１名

大仁包括支援センター職員１名

相談センター職員　２名

　若年性認知症のご家族と暮らすAさんが「同じような経験をして

いる人とざっくばらんにお話をしたい。」とご自宅を開放して行っ

ています。今回で３回目となりました。

　「困ったことにどう対応しているか、どのような工夫をしている

か、普段感じていることは何かを他の人と話してみることで、本人

と家族だけでは進まないことが、ちょっとでも進めばと思いま

す。」と話すAさん。

　次回は秋頃を予定しています。若年性認知症のご家族の方がい

らっしゃいましたらご紹介ください。大仁地域包括支援センターよ

り当「おしゃべり会」についてご案内いたします。

村上

参加者 名

内容

6

順天堂大学静岡病院：勝又看護師(Zoomにて)

相談センター職員：事務職・社会福祉士・

　　　　　　　　　管理栄養士・保健師

内容
「困りごと相談受付表」に関するアンケート調査の

実施について

井上

市内介護保険事業所の職員

日　時 2021/5/20

2021/5/13

介護用品の体験会、近況報告

高久

「地域ケア会議」の目的や対象、機能などについて、長岡包括さん

からご紹介いただいた一般社団法人コミュニティーネットハピネス

の代表理事である土屋幸己氏を講師に、ウェブ研修を行いました。

困難ケースの解決策を考えるだけのものではなく、高齢者に関わる

多職種や地域の関係者による連携による支援の充実、個別ケースの

検討で把握された地域課題を地域づくりや政策形成につなげていく

ことなど、視点の提示がされました。

研修資料は提供可能ですので、お申し出ください。

場　所

担当

　今年度より順天堂大学静岡病院「家族支援専門看護師」の勝又看護師を

スーパーバイザーに迎え、今年度も自主勉強会を継続しています。

　今回は高齢化率や認知症高齢者の増加、8050問題や複合的な課題を抱え

る世帯等が増える中、包括的な支援の場面が増えてきている市役所内にお

いて全庁的な連携を図るためのツールとして、昨年度、簡易版「困りごと

相談受付表」を作成しました。市民へ向けて早期に適切な支援へ繋げるこ

とができるようこの表をより庁内で活用するために、アンケート調査を実

施することになりました。重層的支援の足がかりとなるよう、庁内間連携

を進めていきたいと思います！

担当

ヤマシタコーポレーションのスタッフ4名

介護の会のメンバー（新規参加者1名あり）

伊豆保健医療センター清水医師

　介護用品事業所ヤマシタコーポレーション様の協力をいただき、介護用ベッ

ド・歩行器・シルバーカー・車いす・立ち上がり補助具の説明や実際の操作など

の体験を行いました。日々進化している福祉用具に参加者の皆さんも「とても勉

強になった！」と笑顔が見られました。早速、介護をしている夫の室内移動のた

めに「歩行器を活用してみたい」という声も上がりました。

　近況報告では認知症の夫の介護や

50代の息子さんを介護している親御

さんの中身について、介護経験者からの

アドバイスがあるなど、皆さん少しずつ

この会の中で、自分の言葉で話が出来る

ようになってきている様子でした。

名17

内容

担当

参加者

会議名 自主勉強会

場　所 大仁庁舎　第3会議室

参加者 9 名

障害者相談員は、障がいのある人の困りごと、ご家族の悩みなどに

ついて、身近な体験者として一緒に解決策を考えます。

「話をきいてもらいたい。」でもかまいません。

気軽にご相談ください。

7月、11月、3月には、相談会を実施します。

また、定例の家族会活動も会員募集中です。

障害者相談員の皆さん：左から

身体障害者相談員 発達障害者相談員 精神障害者相談員 知的障害者相談員

濱口 昭 さん 水野 文香 さん 仁藤 美津子 さん 室伏利男 さん担当：障がい福祉課

電話：0558-76-8007


