
（一社）相模原市 高齢者福祉施設協議会

Newsletter 広報･相模原高齢協 2021/12 vol.30

発行元：(一社)相模原市高齢者福祉施設協議会 事務局 TEL : 042-707-1136    FAX : 042-707-1217
Mail : Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp HP : http://sagamihara-koureikyo.org/

●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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●合同施設長会 開催

１０月２９日、相模原市民会館にて合同施設長会
が開催されました。内容は以下の通りです。
●「要望書」提出についての経過報告
● 次期「役員改選」の案内
●「推薦委員会委員」決定の報告
●「介護イメージアップ事業」について
・「介護の日大会」写真展 表彰式
・「介護ウィーク」実施案内

●「第20回かながわ高齢者福祉研究大会」の案内
●「情報伝達訓練」（９月9日）報告
●「就職支援センター」からのお知らせ
※ 本会終了後は「部会」が持たれました。
・特養部会は経営実態調査 中間報告会（川原経営）

「介護の日大会」巡回写真展が市内各区で開催されました。
改めて、入選作品をご紹介します。

●「介護に笑顔は良く似合う写真展」

最優秀作品賞
「 お風呂、行きましょっか
^▽^」 （清菊園）

あじさい会館での展示の様子

優秀作品賞
「ステイホーム！至福の一杯 」
（相模原敬寿園）

優秀作品賞
「今年も元気に過ごせます

ように、願いをこめて」
（相模原養護老人ホーム）

※ 全作品は Youtube「さがみはら介護の日」から閲覧いただけます。

mailto:Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp
http://sagamihara-koureikyo.org/
https://www.youtube.com/channel/UCeQcMZn_UZVBdB4B_ODsB9Q


●現任研修「コロナ禍における尊厳を守るケア」開催

１０月１２日、主として介護の現場に携わる職員を対象にし
た「コロナ禍における尊厳を守るケア」と題した専門講座を
「横須賀老人ホーム」所長、佐野芳彦 先生 他、同施設職員を
講師に迎えて、オンラインによる講座を開催しました。
コロナ禍にあって、介護現場での援助のあり方には一層の困

難が生じています。その中で、人権擁護の観点から、倫理に照
らした原則を踏まえながら、利用者主体のケアを講じてゆくこ
との重要性がより一層に求められています。
実際のクラスター発生事例をもとにして「利用者の尊厳を守

るケア」をいかに実践してゆけば良いかを考える有意義な機会
となりました。

「横須賀老人ホーム」施設長
佐野芳彦先生

●現任研修「介護福祉士資格取得対策講座」開催

９月８日、１１月８日、１１月１５日の３日間
に渡り、和泉短期大学介護福祉専攻科特任教授、
佐久間志保子 先生、同准教授、佐藤美紀 先生、
特任准教授、出村由利子 先生を講師に迎え、現
任の施設職員向け「介護福祉士国家試験受験対策
講座」を開催しました。
第３４回（令和３年度）の国家試験（筆記試験

は、令和４年１月３０日。実技試験は、同３月６
日）の合格を目指した受験対策のための集中講座
です。
介護の現場で働きながら、合格を目指していか

に効率的に勉強するか。受講された皆さん、それ
を指導する講師の先生。共に真剣な眼差しで取り
組まれていました。
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●「介護ウィーク」開催

市内の社会福祉法人が運営する高齢者施設では、地域を取り巻く福祉課題の検
討や地域貢献活動を推進しております。その一環として、毎年、介護や地域福祉
等をテーマとした取組み「介護ウィーク」を開催しております。今年度からは、
１１月１１日「介護の日」前の一週間（１１月４日～１１月１１日）とすること
になりました。
市内１３の高齢者福祉施設が参加してイベントや講演会等が催されました。

ＷＥＢ上での施設紹介や講演、施設内での写真や絵の展示、施設紹介、相談会な
ど盛りだくさんの内容となりました。

（ https://www.sagamihara-koureikyo.org/wp/wp-
content/uploads/2021/10/★介護ウィーク参加施設一覧-2021-1.pdf）

実施した事業所は以下の通りです。

「市立古淵デイサービスセンター」 「ケアプラザさがみはら」 「縁ＪＯＹ 」
「相陽台ホーム」「シルバータウン相模原」 「みたけ」 「相模原敬寿園」
「ボーナビール二本松ケアセンター」「東林間シニアクラブ」 「柴胡苑」
「青根苑」「千代田デイサービスセンター」 「マナーハウス麻溝台」

（順不同）

https://www.sagamihara-koureikyo.org/wp/wp-content/uploads/2021/10/%E2%98%85%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%8F%82%E5%8A%A0%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7-2021-1.pdf
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●現任研修「認知症ケアの基礎」開催
１１月１５日、和泉短期大学准教授、佐藤美紀先生を講師に

迎えて「認知症ケアの理解」と題した講座を対面にて開催しま
した。
急速に高齢化が進み、認知症の有病率も増加して、大きな社

会問題と化している中、認知症ケアの質をいかに向上させるか
—これは、日々、業務として介護現場に携わる者に求められる
大きな課題です。
今回の研修は、認知症の類型、特徴や症状の説明に加え、認

知症の「ＢＰＳＤ（認知症周辺症状）」に焦点を置き、当事者
本人のニーズに結び付いたコミュニケーションを捉え直した上
で、新たな認知症ケアのあり方を学ぶ有意義な内容でした。

和泉短期大学 介護福祉専攻科
准教授 佐藤美紀 先生

●現任研修「スーパービジョン」開催

１１月２７日、１２月１１日、現任職員向けの「スーパービ
ジョン」研修を２回にわたって開催しました。講師は山梨県立
大学人間福祉学部准教授、山中達也 先生と社会福祉法人 横浜
市福祉サービス協会 矢向ケアプラザ所長、田中志乃 先生。
内容は以下の通りです。
１１月２７日：「援助者のための援助について」
１２月１１日：「グループスーパービジョン演習」
スーパービジョンとは「対人援助に携わるスタッフ／専門職

同士が、互いに助け合って技術の向上をはかったり、問題解決
のための協力をする際に行われる指導や助言を指す過程」とさ
れます。その意義は非常に重要であす。にもかかわらず、実際
の現場では十分に浸透しているとは言えないのが実情ではない
でしょうか。できれば定期的に、それが難しい場合には、随時、
たとえば今回のような機会を利用するなどして継続的に受ける
ことが望ましいと思われます。
本研修は毎年開催しております。次年度以降も引き続き企画

する予定です。職種に関わりなく、多くの方々に繰り返し受講
いただきたいと願っています。

山梨県立大学 人間福祉学部
准教授 山中達也 先生

矢向ケアプラザ 所長
田中志乃 先生

●管理者研修「入所施設向け BCP（地震・風水害編）作成ツールの紹介」開催

１２月７日、管理者研修「入所施設向け BCP（地震・風水
害編）作成ツールの紹介」を、あいおいニッセイ同和損保 株
式会社 山岸誠 氏を講師に迎えて、対面形式にて開催しました。
今回の介護報酬改定では、感染症や自然災害が発生した場合

であっても、事業を安定的・継続的に提供させるため、介護施
設・事業所におけるＢＣＰ（事業継続計画）の作成を義務化す
ることが定められました（ ２０２４年を目途として経過措置
期間３年とされています）。
今回の研修は「地震・風水害」に特定し、具体的なＢＣＰ作

成をスムーズに行うためのツールを紹介するという内容でした。
「感染症編」については、来年度以降に開催することを目して
企画を検討しております。

あいおいニッセイ同和損保
株式会社 山岸 誠 氏
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● 編集後記

広報紙第３０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
ご遠慮なくお寄せください。
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
Mail：Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp

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 Office CPSR（臨床心理士・
株式会社 三ノ輪建設 社会保険労務士事務所）
株式会社 ケイ・アース 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 きらぼし銀行 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 エス・エスホームケア 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 株式会社タウンニュース社
株式会社 シマソービ 神奈川ロイヤル株式会社
公益財団法人相模原市勤労者 リンデンB・I 町田・相模原

福祉サービスセンター 株式会社 伊藤典範
株式会社 キージェネレーション 敬称略／加入順

【賛助会員】

すでにご案内の通り、当協議会役員の任期満了に伴い、来年度（２０２２年度）に
全役員（理事・監事）の改選が行われます。
その準備のため「推薦委員会」が設けられ、１１月３０日を期限に会員の皆様のご

協力をもって推薦の手続きに入らせていただきました。

【推薦委員】
中央区担当：社会福祉法人 虎千会 原和教 理事長
南区担当 ：特別養護老人ホーム 幸園 草薙喜義 施設長
緑区担当 ：特別養護老人ホーム 青根苑 石橋正和 施設長

推薦結果をもとに調整の上、１月の２０２１年度の臨時総会の場で内定の運びです。
正式な決定は、２０２２年度第一回定時総会の場でなされる予定です。

●役員改選について

●新年会中止について

例年１月に開催しております「新年会」につきまして、新型コロナウイルスの感染
状況等を踏まえ、皆様の安全を考慮いたしました結果、昨年に引き続き開催を中止と
させていただくこととなりました。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

mailto:Sagamihara-koureikyo@peace.ocn.ne.jp

