
区 № 参考 事業所名 所在地 問合せ先 日時 定員 行事名 詳細 コロナウィルス感染拡大対策

1 高 特別養護老人ホーム　中の郷 緑区大島1556 042-763-0005
11月5日(土)～11月11日(金)

10：00～15：00
２０人 久寿会　「秋の大作品展」 入居者・利用者の作品を展示します　全部で１００作品ほどになります　個人作品や全体作品等、プロ

級の作品もあります
入館する前に検温と手指消毒　マスクの着用必須　　混雑する場合は入場制限あり

2 高
特別養護老人ホーム
ボーナビール二本松ケアセンター

緑区二本松2-30-39

相原地域包括支援センター
042-703-5088

　
ボーナビール二本松ケアセンター

042-772-4121

11月6日(日)

13：00～15：00
無 介護の日イベント

～相原地区　福祉のつどい～

相原地域包括支援センター、社会福祉協議会、薬局、福祉タクシー、訪問看護・介護、福祉用具等事業
所参加にて、ボーナビール二本松ケアセンター駐車場でイベント実施。相原高校吹奏楽部、向陽鼓笛隊
の演奏、各ブースで、健康相談、栄養相談、お薬相談、地域のよろず相談、アロママッサージ、就職相
談等実施。他もぐらたたちゲーム、ヨーヨー釣り、軽食コーナーあり。

連絡先記入、検温、手指消毒。外でのイベントにて密は回避。雨天時室内での実施になるが、窓の開
放、扇風機、空気清浄器によりエアゾル感染予防を行う。

Youtube番組「ゆるっとかいご」にて介護への備えや介護する家族に役立つ情報を公開中

https://onl.bz/ziqQ35U

4 老
介護老人保健施設
相模原ロイヤルケアセンター

緑区大島380-1
042-760-0040

担当：大野・川村

11月6日(日)

9：30～12：30
無

IMSグループ
相模原ロイヤルケアセンター
介護フェスティバル　2022

　地域交流・地域貢献として下記を実施予定
　（感染症などの状況により、予告なく内容を変更する場合もあります）
　　・バザーの開催
　　・セラピストによるマッサージの実施
　　・セラピストによる健康体操（サガロイ体操）の紹介と実演
　　・相模原ロイヤルケアセンターの紹介
　　・介護に関するなんでも相談　　　など
　　※ご来場特典もご用意予定です

感染対策として、下記を予定
来場者の健康状況の確認と、参加時の手指消毒の実施、参加中のマスク着用の徹底。
可能な限り参加者・対応職員とのソーシャルディスタンスの確保。
常時換気と、こまめな備品・物品等の消毒実施。
コロナ感染者等の発生に備えた、来場者の連絡先把握。　　その他

介護老人保健施設
ケアガーデンさがみ湖

https://forms.gle/Hcqsmpg5z2SGP3nS9

10月初旬～11月11日（木） 無 「田名小絵画コンクール」
田名小学校4年生に描いてもらった絵画を施設入口に展示します。
テーマは「将来の夢」。入所者が優秀作を選んで表彰します。

施設の外に展示し、地域の方から見やすいように飾ります。

11月5日（土）

11：00～14：00
無  地域交流イベント

敷地内駐車場にて模擬店を開催します。当日は焼きそばやフランクフルト、ゲームコーナーなど様々な
お店を出店します。

・敷地内で飲食はできません。お持ち帰りでお願いいたします。
・場内入り口でアルコール消毒、検温をお願いいたします。
・入場の際は、マスクの着用をお願いします。
・並ぶ際はソーシャルディスタンスの確保をお願い致します。
・基本的には一方通行での進行になります。順路を守って進むようにしてください。

7 高 特別養護老人ホーム　柴胡苑 中央区田名6767 761-8118   時間11：00～14：00 無   時間11：00～14：00 認知症はどのような病気？物忘れと認知症の違いは？困ったらどうすればよいかなど、看護師、介護福
祉士などの介護のプロが初めての方でもわかりやすくお伝えします。

YouTubeを使用してのオンライン開催

相模原市高齢者福祉施設協議会ホームページにて「介護仕事百景」における相模原市のおすすめ施設
・事業所紹介としての施設動画配信を期間内において実施する。

https://www.kaigoshigoto100k.com/施設-事業所一覧/相模原市/みたけ/

9 高 千代田デイサービスセンター 中央区千代田２－４－１ 042-751-0672

11月5日(土)　～　11月11日(金)

作品展は10：00～16：00
相談は14：00～16：00

体験は応相談

無
①利用者作品展　2022
②専門職による介護相談・リハビリ相談
③デイサービスの職員体験・ボランティア体験

①利用者様の作品展。
②介護福祉士・介護支援相談員有資格者によるによる介護相談、理学療法士・柔道整復師有資格者によ
るリハビリ相談。
③デイサービスで働くこと・利用者様との触れ合うことを体験していただけます。

10 老 介護老人保健施設　青葉の郷 中央区青葉３－３６－１ 042-750-1116
１１月９日(水)

　
15：00～16：30

１０人程度 老健についての説明会
青葉の郷の施設紹介、（在宅復帰超強化施設であること。入所から３か月は週６回の個別リハビリ施
行。入所前から居宅ケアマネと連携し、在宅復帰の流れ。また、超高齢者に対しての施設での老衰看取
り、特養と老健の違い、料金表など）

少人数での開催することにし、距離を保つこと、陰圧装置用で購入した空気清浄機を会議室に入れて感
染対応を行う。換気も随時行う

音楽に合わせたリズム体操（２曲）

https://youtu.be/nBCY23SsbZo

あなたの肌年齢と骨密度は何歳ですか？
ご自身の骨密度と肌年齢を確認してみましょう！
老化のメカニズムを知り、あなたの日常を見直してみませんか？
栄養講座/肌年齢測定器と骨密度測定器による測定会実施

https://www.yamahisakai.jp/pages/223/detail=1/b_id=1848/r_id=190#block1848-190

13 高 古淵デイサービスセンター 南区古淵4-24-1 042-766-8555
11月10日(木)　～11月10日(木)

14：00～14：30
１５名 認知症予防コグニサイズ体操 職員と一緒にコグニサイズ体操を行います。 来所前の体温測定、マスク着用のお願い。消毒・換気をしながら行います

14 高
社会福祉法人蒼生会
フレイグラントオリーブナナ

南区鵜野森1-16-15 714-8472

9月18日（日）

10：30～12：00
14：00～15：30

各回 10名 「自分史づくり」はじめの一歩 自分自身の人生の出来事を振り返り、自尊心の向上や脳の活性化に役立つとされる「自分史づくり」。
外部講師を迎え、進め方のコツ、取り組む意義、活用の方法などについてのセミナーです。

・マスク着用
・手指消毒
・入館時検温
　37.0度以上の発熱がある方は不可。（熱が無い場合も、咳の症状、倦怠感がある場合も不可）
・直近2週間以内に海外渡航歴のある方は不可。
・適切な換気と空気清浄機の使用

15 高 特別養護老人ホーム　相陽台ホーム 南区下溝４３０３ 777-3501
11月７日（月）

14：00～15：00
無 公共施設（公園）で花壇の苗植え

施設紹介・介護相談

地域の皆さんと共に公共施設（公園）で花壇の苗植えをします。
施設紹介コーナーを設置。施設の紹介や介護に関するご相談や困ったことありましたら介護のプロがお
答えいたします。

ご参加いただく方は当日の検温と体調のチェックをさせて頂きます。
施設紹介コーナー場所は、テーブルにアクリル板を設置し、1組ずつ行います。

16 高 特別養護老人ホーム　相模原敬寿園 南区磯部4507-1
046-298-1555

担当：五十嵐

11月7日(月)　～　11月11日(金)

10:00　～　16:00
1名ずつ 専門職による相談会

介護に関する相談（生活相談員・介護支援専門員）
健康に関する相談（看護職員）
運動に関する相談（機能訓練指導員）
栄養食事に関する相談（管理栄養士）
育児に関する相談（保育士）

事前予約制とし、各コマに合わせ1組ずつ実施
手指消毒、不織布マスク着用、会場消毒の徹底

Youtubeにてお役立ち介護情報動画無料公開 オンライン視聴

　　　2022介護ウィーク参加施設一覧　　【実施期間：11月5日（土）～11月11日（金）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※期間外開催あり

緑

区

　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：一般社団法人相模原市高齢者福祉施設協議会　相模原市介護老人保健施設協議会

　　　   後援：相模原市・（社福）相模原市社会福祉協議会

●ケアガーデンさがみ湖＆通所リハ
「私たちの施設について知ってください」
　　①施設紹介
　　②写真展示・作品展
　　③リハビリ体験
　　④施設の食事体験
　　⑤相談コーナー
　　⑥介護ベッド体験

す。
・発熱や咳・くしゃみ・喉の痛み違和感などの風邪症状が続いている場合、強いだるさや息苦しさ、胸
部の不快感があるなど体調が優れないとき、また、ご家族や身近で接触された方に同様の症状がみられ
ているときは、参加を見合わせるなどのご協力をお願いします。
・入口で検温の実施、アルコール消毒をお願いいたします。

取組を行いますが、集団での実施となることから、感染の危険性が少なからずあることをご理解いただ
いたうえで、ご参加をご検討ください。
・コロナワクチン3回接種済みの方が対象

11月6日（日）

10：00～14：00
特になし

3 高 常時 無
特別養護老人ホーム
ケアプラザさがみはら

緑区大島295 042-713-3818

11月5日(土)　～　11月11日(金) 無 Youtubeにて施設紹介と音楽に合わせた体操を配信

6 高 特別養護老人ホーム　縁JOY 中央区田名7691-1

042-700-0277

764-1110

11 老 介護老人保健施設　とき 中央区相模原4-11-5 042-786-7725

中

央

区

南

区

高
特別養護老人ホーム
東林間シニアクラブ

南区上鶴間6-6-1

8 高 特別養護老人ホーム　みたけ 中央区下九沢980

767-221012

通所リハビリテーション事業所
ケアガーデンさがみ湖
（介護老人保健施設　ケアガーデンさがみ湖　内）

5 老 緑区寸沢嵐3333-1 685-0615

25名 あなたの肌年齢と骨密度は何歳ですか？
「肌年齢と骨密度測定会」

参加者25名
検温と聞き取りによる体調確認
室内換気　　1名1テーブルでの勉強会
測定時の機器類の消毒による衛生管理

①施設紹介
　「老人保健施設とは」「デイケアとは」～他施設とはなにが違うのか～
　施設内見動画の上映
②施設内で行ったイベントの写真展示
　利用者様が作成した作品の展示
③リハビリ機器の体験（ミナト医科学㈱、㈱ツカモトコーポレーション協賛）
　介護する側のケア～自分の身体を守るためのエクササイズ～
　作業療法体験（過去に利用者様が制作した作品を実際につくってみる）
　　※無料　当日のお申し込み順で実施します。
④施設の食事を体験して頂く。
　　※要事前予約・300円／食で提供いたします。（限定20食）
⑤専門職による悩み相談
（介護福祉士、介護支援専門員、理学療法士/作業療法士、管理栄養士等）
　入所・通所ご利用相談・就職相談
⑥介護ベッド、エアーマットの展示・体験（パラマウントベッド㈱協賛）

※当日ご参加を希望される方は下記URLから事前申し込みをお願いいたします。

「介護仕事百景」施設紹介

　10月29日(土)

10：00～12：30

11月5日(土)　～　11月11日(金)

9：00　～　18：00

※日時に制限なし。

無

https://onl.bz/ziqQ35U
https://forms.gle/Hcqsmpg5z2SGP3nS9
https://www.kaigoshigoto100k.com/施設-事業所一覧/相模原市/みたけ/
https://youtu.be/nBCY23SsbZo
https://www.yamahisakai.jp/pages/223/detail=1/b_id=1848/r_id=190#block1848-190

