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●「相模原市民桜まつり」に出展 

 ４月８日、市役所前さくら通りを中心に開催された第４５回
「相模原市民桜まつり」に出展しました。 
 

 今年は、桜の開花が例年よりも早く、見頃を過ぎていましたが、
当日は好天に恵まれ、大勢の人出で賑わいました。 
 

 出展ブースでは、ゲームコーナーや相談コーナー、介護の仕事
をアピールする動画のコーナーなどを特設しました。予想以上に
多くの市民の皆さんに立ち寄っていただきました。  

●相模原市高齢協の活動指針 
本会は、高齢者福祉施設が使命とする高齢者の支援等を基本に、地域福祉の推進とサービスの質的
向上を図るため、会員施設及び事業所相互の連携と共通課題について研究協議を行い、相模原市内
に所在する施設及び事業所の健全な発展と高齢者福祉の推進に寄与することを目的としています。 
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●高齢協案内パンフレットのご案内 

 会員数が増え、サービスの内容も広範に渡り、実態に見
合った案内が必要になってきたため、地域のニーズも踏まえ、
パンフレット「相模原市内高齢者福祉施設のご案内」をリ
ニューアルいたしました。 
 

 緑区、中央区、南区、それぞれの区域毎に所在する施設
（事業所名、サービス種別、連絡先）が個別に記載されてい
ます。居宅介護支援事業所の一覧も添えてありますので、ご
活用ください。 
 

 順次、機会を見て配布を始めておりますが、ホームページ
でも閲覧、印刷が可能です（ＰＤＦ形式）。 
（ http://www.sagamihara-koureikyo.org/news/post-2216/ ）  
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●平成３０年度 第１回定期総会 開催 

 ５月１6日、平成３０年度 第１回定期総会が開かれ
ました。主な議事の内容は以下の通りです。 
 平成２９年度 事業報告・決算報告・会計監査報告 
 平成３０年、３１年度 理事・組織体制 
 ～いずれも全会一致で承認となりました。詳細は  
  ホームページをご覧ください～ 
（  http://www.sagamihara-koureikyo.org/document/  ） 
 

 その他の議事は以下の通りです。 
 「介護の日大会」地区親睦会他イベントについて 
 「かながわ高齢者福祉研究大会」について 
 「介護助手導入促進事業」について 
 「高齢協研修計画」について 
 

 会議終了後は、各部会ごとの会合が持たれました。 
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●平成３０年度 新理事の顔ぶれ 

●介護助手導入促進事業  

 一昨年度、昨年度に引き続き、神奈川県から「介護助手導入促進事業」を受託しま
した。この事業は、介護職の業務から「介護助手」が独立して担える業務を切り出し、
介護職の負担軽減と専門性の向上を図るとともに「介護助手」の位置づけを必要不可
欠な職種として確立させ、より多くの施設で活用していくための活用促進を行うとい
うものです。協力事業を募りましたところ、多数の応募をいただき、以下の１０施設
を選ばせていただきました。 
「コスモスホーム」「柴胡苑」「はあとぴあ」「中の郷」「みたけ」「千代田デイ
サービスセンター」「清菊園」「大野北誠心園」「はなさか」「相陽台ホーム」 

役 職 名 氏 名 所 属 施 設 名 

会長 大久保 祐次 コミュニティホームピノ 

副会長（イベント・ＰＲ担当） 阿部 匡秀 東林間シニアクラブ 

副会長（総務・財務） 小林 立 千代田デイサービスセンター 

副会長（研修） 石橋 正和 青根苑 

研修担当理事 松坂 健志 みたけ 

研修担当理事 石若 勇 塩田ホーム 

研修担当理事 常盤 拓司 相陽台ホーム 

イベント・ＰＲ担当理事 金子 智代美 シルバータウン相模原 

イベント・ＰＲ担当理事 山口 忠夫 東橋本ひまわりホーム 

イベント・ＰＲ担当理事 竹内 史郎 マナーハウス横山台 

総務・財務担当理事 坂本 陽二郎 芙蓉の園 

総務・財務担当理事 大塚 小百合 ケアプラザさがみはら 

監事 萩原 秀男 中の郷 

監事 小磯 敬子 古淵デイサービスセンター 
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 本年度の研修のスケジュールです。さまざまなテーマ、分野に渡って、盛りだくさん
なメニューを揃えております。内容詳細は、随時、個別にご案内いたします。 

●研修のご案内 
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●新任研修 

介護職員初任者研修 
社会福祉士 
石若勇 他 

３0名 
程度 

5月7日～6月29日 
月・水・金曜日 

先着順 

●現任研修 

介護福祉士取得対策講座 
和泉短期大学 

准教授 佐藤美紀 
准教授 佐久間志保子  

３0名 
程度 

11月2日 9:00～16:00 先着順 

くすりの基礎知識 
介護職ができる医療行為臨床データ

とバイタルサイン 

認定薬剤師 
萩原秀男 

臨床検査技師 
石橋正和 

30名 
程度 

７月13日 14:00～16:30 先着順 

認知症ケアの基礎 
和泉短期大学 

准教授 佐藤美紀         
３0名 
程度 

７月30日 14:00～16:30 先着順 

認知症ケアの応用 
和泉短期大学 

准教授 佐藤美紀         
３0名 
程度 

11月９日 14:00～16:30 先着順 

「安楽な移動技術（キネステティク
の技術）」Ⅰ                和泉短期大学 

特任講師 下西潤子 
准教授 佐藤美紀         

15名 
程度 

10月17日 14:00～16:30 先着順 

「安楽な移動技術（キネステティク
の技術）」Ⅱ                

15名 
程度 

11月26日 14:00～16:30 先着順 

●中間・管理者研修 

スーパービジョン 

援助者のための 
援助ついて講義 山梨県立大学 人間福祉学部 

 准教授 山中達也 他      

20名 
程度 

11月24日 14:00～16:30 先着順 

グループスーパー 
ビジョン演習 

20名 
程度 

12月8日 14:00～16:30 先着順 

福祉施設のマネジメント 
社会福祉学修士 
大久保祐次 

20名 
程度 

９月27日 13:30～17:00 先着順 

BCP（事業継続計画）      
福祉避難所開設について 

東海林 崇 
50名 
程度 

10月24日 14:00～16:00 先着順 

メンタルケア 
（ストレスマネジメント） 

Office CPSR 
（臨床心理士・社会保険労務士 
 事務所）代表 植田 健太 

50名 
程度 

８月17日 14:00～16:00 先着順 

改正個人情報保護法対策         
～社会福祉法人として気を付けなけ

ればいけない事～ 

松田綜合法律事務所 
弁護士 荒川 仁雄 

50名 
程度 

9月5日 13:00～15::00  先着順 

●専門講座 

生活相談員・ケアマネ研修 
ソーシャルワークについて 

特別養護老人ホーム 
やすらぎの家 副施設長 

林 正 

50名 
程度 

７月20日 14:00～16:30 先着順 

看護師研修 
～時代が求める 新しい 

看護師のあり方の提言～(案） 

「看護師 天使の会」 
会長 小西ゆかり 

50名 
程度 

9月21日 14:00～16:30 先着順 

デイサービス研修             
高齢者ケアにおける日常倫理とは 
～高齢者虐待防止と権利擁護～ 

神奈川県社会福祉事業団 総合研
修センター参事 佐野芳彦 

50名 
程度 

７月27日 19:00～21:00 先着順 

機能訓練士研修 
高齢者のリハビリテーション 

総合相模更生病院 
リハビリテーション科 

小野科長 

30名 
程度 

8月22日 14:00～16::30 先着順 

●公開講座 

法人による職員への理念教育 
社会福祉法人 伸こう福祉会 

理事長 足立聖子 
１００名  
程度 

10月26日 19:00～21:00 先着順 



●さがみはら介護の日大会  

●介護職員初任者研修  

 「さがみはら 介護の日大会」の日程が決まりました。１１月８日（木）の予定で準
備が進められています。今後、「在宅」へのシフトが今まで以上に進んでゆくこと、
権利擁護のニーズが高まっていることなども踏まえ、今年のメインイベント（記念講
演会）は「成年後見」をテーマにした落語を予定しています。一般市民の方々にも参
加しやすいよう工夫を凝らすつもりです。どうぞご期待ください。 
 現在、研究発表論文、写真展「介護に笑顔はよく似合う」の展示写真を募集してい
ます。また、施設ＰＲポスターのご提出もお願いいたします。詳細は、今後も随時ご
案内します。ご協力をお願いいたします。詳細はホームページをご参照ください。 
（ http://www.sagamihara-koureikyo.org/host/post-2279/  ）  

 ５月７日から６月２９日まで「介護職員初任者
研修」を開講中です。当協議会主催の研修講座と
しては本年で３回目になります。 
 一般応募者も含め１３名が受講中です。講義、
実習も含めて１０科目を１３０時間：２か月で履
修するという凝縮されたスケジュール。 
 現在すでに介護の現場で業務に従事している方、
これから介護職の道を目指す方…それぞれにさま
ざまな背景を持って受講されています。 
 講師を務めるのは、ほとんどが現職の施設職員。
受講生共々に真剣な眼差しで取り組まれています。 
 

●かながわ高齢者福祉研究大会のご案内  

 第１７回「かながわ高齢者福祉研究大会」が開催されます。
当協議会も実行委員会に参画し運営全般に渡って準備段階か
ら関わっています。奮ってご参加ください。 
 ◆ テーマ：明日も共に生きる介護 
 ～あなたのあたたかい手があればきっと伝わる～ 
◆ 日時：平成３０年７月３日（火） 
       午前９時３０分～午後５時 
◆ 会場：パシフィコ横浜会議センター ３～５階 
◆プログラム 
 ① 高齢者福祉従事者、学生等による研究発表 
 ② 高齢者福祉従事者等による介護技術発表 
 ③ 高齢者福祉施設・事業所の紹介＆就職相談コーナー 
 ④ 介護用品・福祉機器等展示コーナー（協賛企業出展） 
◆主催 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 
    神奈川県老人福祉施設協議会 
    第１７回かながわ高齢者福祉研究大会実行委員会 

―4― 

◆協力 神奈川県介護福祉士養成校連絡協議会 ハローワーク横浜 かながわ福祉人材センター 
◆後援   神奈川県・横浜市健康福祉局・川崎市・相模原市  公益社団法人 神奈川県看護協会 
※ 詳細は以下の大会に関する総合サイトをご覧ください。 
  （ http://www.kanagawafukushitaikai.jp/index.html ） 
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●賛助会員 
 
 

 愛知金物建材 株式会社           株式会社 コンティ 
 株式会社 ウェブトラスト          守屋綜合法律事務所 
 株式会社 タマパーク            千寿産業 株式会社 
 Office CPSR（臨床心理士・社会保険労務士事務所） 
 株式会社 三ノ輪建設            株式会社 ケイ・アース          
 望月史郎公認会計士事務所        株式会社 みらい             
 シープラス 株式会社            株式会社 ディフェンス          
 株式会社 中島建設             アライブかながわ             
 住宅型有料老人ホーム 勢水       住宅型有料老人ホーム 田名新宿住宅    
 住宅型有料老人ホーム あんず      日興テクノス 株式会社           
 株式会社 永田屋              株式会社 八千代銀行 相模原法人営業部  
 日本ゼネラルフード 株式会社        株式会社 ナリコマエンタープライズ     
 株式会社 IDO               相模原商事 株式会社           
 株式会社 太陽住建             ケアミックス 株式会社                              
  株式会社 リンク・アップ          福永隆太(株式会社タウンニュース社) 
 

 敬称略／加入順 
 

 
 
 
 

●編集後記 
 

 記事でも取り上げましたが、今年度も、新任、現任、中間管理職向けの研修から、専門講座、
公開講座など、幅広い分野、テーマに渡ってメニューを揃えております（詳しくは３ページを
ご覧ください）。またとない自己研鑽、スキルアップの機会です。奮ってご参加ください。 
 

 さて、広報紙第９号をお届けします。今後もより一層、内容を充実させてゆく所存です。 
 施設や職員の紹介、イベント案内など、どんなものでも結構です。ご意見、情報など、どん
どんお寄せください。ご協力をお願いいたします。 
 

 連絡先は、相模原市高齢協 事務局（広報誌担当）まで 
  〒252-0236 相模原市中央区富士見6-1-20（あじさい会館内） 
  TEL：042-707-1136 FAX：042-707-1217 E-mail：Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp 
 
 

 

●各種イベント・活動報告  

◆ ４月                
  １１日 理事会            ２５日 事務局会議 
 
 

◆ ５月 
   ８日 特養部会生活相談員会議    １１日 デイ部会生活相談員会議 
  １６日 理事会・定期総会       ２３日 事務局会議 
  ２８日 業務効率化調査委員会     ２９日 高齢政策課 意見交換会 
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