
 

令和１年度事業実績 

令和１年度事業計画に基づき以下の事業を行った。      

       

１．会 議 

（１） 定期総会の開催         

 日 時 令和１年 ６月２０日（木） 午後 ２時００分  開会   

 場 所 ソニックシティ９０６会議室   

 議 事 第１号議案 平成３０年度事業実績について   

   第２号議案 平成３０年度収支決算について   

 報 告 令和１度事業計画について     

   令和１度収支予算について      

    

（２）理事会の開催          

 第 １ 回 平成３１年４月２５日（木） ソニックシティ ８０４会議室  

 第 ２ 回 令和１年 ５月３１日（木） ソニックシティ ８０４会議室 

 第 ３ 回 令和１年 ６月２０日（木） ソニックシティ ９０６会議室 

 第 ４ 回 令和１年 ９月２６日（木） ソニックシティ ５０２会議室  

 第 ５ 回 令和１年１０月３１日（木） ソニックシティ ５０１会議室  

 第 ６ 回 令和１年１１月２８日（木） ソニックシティ ９０４会議室  

 第 ７ 回 令和２年 １月３０日（木） 豚のひととき 

 第 ８ 回 令和２年 ２月２７日（木） ソニックシティ ５０１会議室 

第 ９ 回  令和２年 ３月２６日（木） 書面表決（新型コロナウィルス感染拡大のため） 

          

（３）事務局運営委員会の開催        

 第 １ 回 令和１年 ５月１３日（月） 宇宙劇場 第１集会室  

 第 ２ 回 令和１年 ７月１８日（木） 八木橋百貨店（熊谷） 

第 ３ 回 令和２年 １月３０日（火） 豚のひととき 

          

（４）研修委員全体会議         

 第 １ 回 令和１年１２月５日（木） ウェスタ川越活動室１・２   

   

（５）研修委員会 

第 １ 回 平成３１年４月１８日（木） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

第 ２ 回 令和１年 ６月１３日（木） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

第 ３ 回 令和１年 ８月２２日（木） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

第 ４ 回 令和１年１０月１７日（木） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

第 ５ 回 令和２年 ２月１３日（木） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 



 

3/8 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大のため中止）

  

（６）災害対策委員会 

第 １ 回 平成３１年４月２３日（火）  さいたま市宇宙劇場 第３集会室 

第 ２ 回 令和１年 ７月 ９日（火） さいたま市宇宙劇場 第２集会室  

第 ３ 回 令和１年１０月 ８日（火） さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

第 ４ 回 令和２年 １月２１日（火）  さいたま市宇宙劇場 第１集会室 

視 察 研 修   令和１年１０月１４日（月）  防災体験学習施設（そなエリア東京）    

 

 

 

２．研修会の開催          

施設長管理者等研修会 令和１年 ６月２０日（木）  ソニックシティ ９０６会議室 

事務長研修会  令和１年 ９月 ６日（木）  ソニックシティ ９０６会議室 

全体研修会        

① 基礎研修（初任者）   ２回開催 (6/6､7/18･19) 

② 基礎研修（基本介助・口腔ケア）  ２回開催(6/9､10/18) 

③ 基礎研修（生活リハビリ）  ２回開催 (5/23､11/14) 

④ 中堅職員研修   ２回開催 (5/10､1/17) 

⑤ リスクマネジメント研修   １回開催 (7/28､10/5) 

⑥ 多職種によるチ－ム・アプロ－チ研修 ２回開催 (7/5､1/15) 

⑦ アクティビティ 研修   １回開催(5/21､10/21) 

⑧ 相談業務関係職員研修  ２回開催 (6/18､1/30) 

⑨ リハビリ関係職員研修   ３回開催 (6/9､2/15､ 

⑩ 栄養関係職員研修   ２回開催 (7/11､10/31)  

⑪ 看護部会研修   ２回開催 (7/22､10/24､1/25) 

⑫ 介護職研修    ２回開催 (6/28､2/15)  

ブロック別研修会 

① 中央地区研修会   ２回開催 (7/18･19､9/11) 

② 西部地区研修会   ２回開催 (5/16､8/8)  

③ 東部地区研修会   ２回開催 (5/19､10/18)   

④ 利根地区研修会   ２回開催 (5/20､12/10) 

⑤ 北部地区研修会   ２回開催 (8/6､11/28)  

 

 

 

３．ブロック別管理者情報交換会の開催 

①北部地区   令和１年 ６月１３日（木） 埼玉グランドホテル深谷 

②東部・利根地区   令和１年 ９月１２日（木） 旬菜家 介 大宮店 

③西部地区      新型コロナウィルス感染拡大のため中止  

   

 



 

４．第１５回彩の国老健ひろばの開催        

 日   時 令和１年１１月２６日（火） 10：00～16：00     

 場   所 八木橋百貨店（熊谷市）      

開催内容 

① リハビリコーナー（体力測定・作品作り） 

② 相談コーナー（医師による相談、介護なんでも相談、栄養相談） 

③ 健康度測定コーナー（骨密度、動脈硬化度、血圧） 

④ 脳の健康チェックコーナー 

⑤ 聴力検査 

⑥ 北部地区施設紹介 

⑦災害対策コーナー 

参加人数 一般 ８３名 

 共   催 （公社）埼玉県理学療法士会  

   （一社）埼玉県介護福祉士会 

 後   援 埼玉県、 熊谷市、 （公社）全国老人保健施設協会 

 

 

 

５．第２４回埼玉県介護老人保健施設大会の開催 

 日 時 令和２年 ２月 ６日（木） 8：30～16：30  

 場 所 ソニックシティ 小ホール・展示場（１～５） 

      研究発表 口演発表 ３３演題  

   ポスター発表 １３演題  

 記念講演Ⅰ 菅原直樹 先生 （「老いと演劇」ＯｉＢｏｋｋｅＳｈｉ 主宰）  

   「老いと演劇～認知症の人と“いまここ”を共に楽しむ～」 

 記念講演Ⅱ 小谷あゆみ 先生（フリーアナウンサー） 

「介護短歌の魅力について」 

 参 加 者 ４３５名 

 後 援 埼玉県 

   （一社）埼玉県医師会 

   （公社）全国老人保健施設協会 

 優 秀 賞 ・戸惑い・不安・苦悩の２年半から学んだこと 

～外国人スタッフとの仕事を通じて見つめ直した介護の仕事～ 

あすかＨＯＵＳＥ松伏 本間由美子 

・時短！簡単！連帯感！ 私達の業務改善実践報告  

～確認の視覚化と記録の合理化で効率アップを実現～ 

いづみケアセンター 髙橋 真由美 

   ・業務改善「今までこうだった」からの脱却 

～ピンチはチャンス！いざ取り組め業務改善！！～ 

    翔寿苑   石田 和幸 



 

 奨 励 賞 ・高齢者と児童の交流を通して地域の中で自然に挨拶できる関係をつくる 

～地域交流の希薄化について私たちができること～ 

埼玉福祉・保育専門学校 浅岡 桃子    

 

  

６． 調査事業 

 台風１５号による被災状況について 令和１年９月 

    結果を全老健・会員へ報告 

台風１９号による被害について 令和１年１０月  

              結果を全老健・会員へ報告 

 新型コロナウィルスによるマスク等の備蓄状況について 令和２年 ２月 

    結果を県・会員へ報告 

７．老健さきたまだよりの発行 

 第６４号  令和１年 ５月発行 ８，０００部 

 第６５号  令和２年 ３月発行 ５，０００部 

 

８．埼老健介護百人一首の発行 

 第１０号  令和２年 ２月発行   １，１００部（１８施設 ３０８首） 

 

９．会員施設等事業への共催及び後援 

後援・共催 

しょうわ    講演会「認知症はこわくない」 

鶴寿の里ナーシングホーム  「鶴寿の里ナーシングホーム運動会」 

埼玉県老人福祉施設協議会  「第１２回埼玉県高齢者福祉研究大会」 

埼玉県理学療法士会   「第２８回埼玉県理学療法学会」  

（一社）日本介護福祉経営人材教育協会 第４回全国介護福祉総合フェスティバルｉｎさいたま 

かみさとナーシングホーム  「第２０回かみさとナーシングホーム文化祭」 

埼玉県介護福祉士会   「介護の学校 ｉｎ 埼玉」 

特定医療法人俊仁会   「第５回地域包括ケア研究発表会」 

埼玉県看護協会   「第１３回埼玉医療安全大会」 

埼玉県産業労働部シニア活躍推進課 「シニア活躍推進セミナー」 

しょうわ    「５Ｓは施設を変える ～利用者から満足を頂くために」 

リードエグジビションジャパン  「第３回医療と介護の総合展 東京」 

第２０回埼玉県包括的リハビリテーション研修会 

 

１０． 地域包括ケアシステム支援事業 

老健の日事業 

はつかり（はつかり祭） 

鶴寿の里ナーシングホーム（夏祭り） 

はなぶさ（はなぶさ苑納涼祭） 



 

あさがお（納涼祭） 

鶴ヶ島ケアホーム（縁日祭り） 

みやびの里（秋まつり＆バザー） 

東松山市総合福祉エリア（納涼祭） 

翔寿苑（秋まつり）  

いこいの家（夏祭り） 

なのはなの里（心ときめく夏祭り） 

かみさとナーシングホーム（文化祭） 

みどりの館（夏祭り） 

なでしこ（納涼祭） 

高齢者ケアセンターゆらぎ（ゆらぎクリーン大作戦） 

うらわの里（健康祭） 

 

地域交流事業 

   うらわの里（うらわの里公開講座） 

きんもくせい（グリーンヒルうらわ祭り「健康応援講座」） 

鶴寿の里ナーシングホーム（通リハ家族交流会） 

鶴ヶ島ケアホーム（サロン） 

やまぶきの郷（介護教室） 

東松山市総合福祉エリア（健康教室） 

飯能ケアセンター楠苑（ハーモニカと一緒に歌いましょう） 

翔寿苑（いきいき健康教室） 

ケアステーション所沢（地域ふれあい祭り） 

みやびの里（高齢者サロン） 

なのはなの里（音楽クラブ発表会） 

いこいの家（福祉研修会） 

高齢者ケアセンターゆらぎ（介護教室） 

みどりの館（年忘れ交流会） 

みどうの杜（介護教室） 

なでしこ（介護予防教室） 

 

（順不同） 

 



① 事務局長

平成31年4月3日(水) さいたま新都心合同庁舎

② 内田理事

平成31年4月15日(月) 埼玉県庁本庁舎

③

令和1年5月9日(木) 埼玉会館

④ 荒舩理事

令和1年5月17日(金) 埼玉県知事公館

⑤ 事務局長

令和1年6月6日(木) 県民健康センター

⑥ 内田理事

令和1年6月17日(月) 埼玉県庁本庁舎

⑦ 内田理事

令和1年7月29日(月) 埼玉会館

⑧ 内田理事

令和1年9月4日(水) 埼玉県庁本庁舎

⑨ 内田理事

令和1年9月17日(火) 埼玉会館

⑩ 内田理事

令和1年9月17日(火) 埼玉会館

⑪ 内田理事

令和1年11月28日(木) 埼玉県危機管理防災センター

⑫ 内田理事

令和2年2月12日(水) 埼玉会館

⑬ 内田理事

令和2年2月12日(水) 埼玉会館

防犯のまちづくり総会

埼玉県介護人材採用育成事業者認証制度認証審査委員会・検討委員会

第３回埼玉県介護職員しっかり応援プロジェクト・ワーキンググループ検討会議

外国人特定技能説明会

第３回埼玉県介護人材確保対策検討委員会

１１．各種会議への出席または参加

（１）県行政関係機関主催会議等

埼玉県介護職員しっかり応援プロジェクト・ワーキンググループ検討会議

埼玉県介護職員合同入職式・埼玉県介護の魅力ＰＲ隊任命式・優良事業所表彰式

埼玉県看護功労式　表彰式

第１回埼玉県介護人材確保対策検討委員会

埼玉県介護人材確保・定着推進協議会

第２回埼玉県介護人材確保対策検討委員会

埼玉県介護人材採用育成事業者認証制度認証審査委員会・検討委員会

第２回埼玉県介護職員しっかり応援プロジェクト・ワーキンググループ検討会議

内田理事
他4名



① 代議員(4名)

令和1年6月17日(月) 国際医療福祉大学

②

令和1年7月5日(金) 千葉県ホテル三日月

③

令和1年8月1日(木) 品川プリンスホテル

④ 会長

令和1年11月20日(水) 別府ビーコンプラザ

⑤

令和1年12月2日(月) 全老健会議室

⑥

令和1年12月6日(金) 浦和ワシントンホテル

⑦

令和1年12月11日(水) ビジョンセンター浜松町

⑧

令和2年1月18日(土) 全老健会議室

⑨

令和2年2月1日(土) 国際医療福祉大学

①

平成31年4月22日(月) 獨協大学病院

② 平川理事

令和1年5月26日(日) ときわ会館

③ 五島理事

令和1年6月7日(金) 大宮区役所

宮地副会長
平川理事
大塚理事

会長
荒舩理事

会長
代議員(3名)

平川理事
他3名

荒舩理事
事務局長

事務局長
他1名

事務局長
他1名

会長
荒舩理事

（3）その他

関東甲信越ブロック代表者会

埼玉県介護支援専門員協会第５回定期総会

公益社団法人全国老人保健施設協会創立３０周年記念式典

令和元年度支部長会

総務企画委員会

第５１回関東甲信越事務長会議

第５０回関東甲信越事務長会議

獨協医科大学オープンリハビリテーションカンファレンス

総務企画委員会

全老健支部事務会議

関東甲信越ブロック代表者会

さいたま市「介護の日」フォーラム　第２回企画検討会

（2）公益社団法人全国老人保健施設協会主催会議等



④ 桑原副会長

令和1年6月12日(水) 彩の国すこやかプラザ

⑤ 荒舩理事

令和1年7月4日(木) ロイヤルパインズホテル浦和

⑥ 平川理事

令和1年7月10日(水) 浦和

⑦ 五島理事

令和1年8月9日(金) 大宮区役所

⑧ 五島理事

令和1年9月6日(金) 大宮区役所

⑨ 事務局長

令和1年9月6日(金) 埼玉会館

⑩

令和1年9月18日(水) 埼玉県議会議事堂

⑪

令和1年9月24日(火) 自民党埼玉県連

⑫ 荒舩理事

令和1年11月2日(土) 大宮ソニックシティ

⑬ 五島理事

令和1年11月8日(金) さいたま市浦和区役所

⑭ 内田理事

令和1年11月12日(火) 浦和コミュニティーセンター

⑮ 事務局長

令和1年12月9日(月) 市民会館大宮

⑯ 荒舩理事

令和2年1月11日(土) ホテルブリランテ武蔵野

荒舩理事
事務局長

荒舩理事
事務局長

さいたま市「介護の日」フォーラム　第５回企画検討会

埼玉県社会福祉協議会評議委員会

さいたま市「介護の日」フォーラム　第４回企画検討会

埼玉県福祉保育専門学校学習成果発表会

埼玉県看護協会「新年懇親会」

自由民主党埼玉支部連合会意見交換会

埼玉県多職種連携地域包括ケアシステム推進会議

介護福祉士実習指導者養成研修企画会議

埼玉議団（公明党）意見交換

さいたま市「介護の日」フォーラム　

埼玉県介護労働懇談会（埼玉県介護労働安定センター主催）

さいたま医療安全大会

第４回全国介護福祉総合フェスティバル



月 日 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 参加
人数

県⺠活動総合センター チームを引き上げる部下指導力研修 本間義昭氏 石川恵美氏

セミナーホール1 部下の指導力とチーム力の向上を目的とする (株)キャリアファクトリー２１

外国人介護福祉士候補者の受け入れ体制と実践 宮内賢司氏  埼玉ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ

外国人介護福祉士候補者の受け入れについて  宮内綾子氏 埼玉ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ

地域に開かれた老健を目指して…。 田口尊章氏

これからの地域の高齢者の現状を学ぶ 草加中央・稲荷地域包括⽀援ｾﾝﾀｰ⻑

県⺠活動総合センター 山口賢一郎氏 理学療法士

第1会議室 上尾中央総合病院

県⺠活動総合センター 講演：なぜ介護現場に紙芝居か？  遠山昭雄氏 紙芝居文庫おっぺ舎代表 

307セミナー室 実演：人生劇場紙芝居作成の経緯と実際 三橋とら氏 紙芝居師
阿部高家氏 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ天草病院 
村野弘美氏  ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ川越 介護福祉士
前園佑貴氏  ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ川越 理学療法士

県⺠活動総合センター 老健の理念と役割  平川汀子氏

210セミナー室 改めて伝えたい老健の魅力 埼玉老健協会理事

基本介助 小橋一雄氏 作業療法士

起居・移乗動作・歩行等の仕組み・介助方法を学び、今後のケアに活かす 帝京科学大学准教授

リハビリ 県⺠活動総合センター リハビリ関係職員初任者研修 中野佳子氏   ハーティハイム

関係職員 セミナーホール2 リハビリ関係職員初任者向けに、心得や役割などを伝える 永原俊昭氏   トワーム熊谷
6/9(日) 33

6/9(日) 基本介助 飯能リハビリ館 19

生活リハビリの導入方法と実践例
在宅復帰⽀援のための生活リハビリの取り組みを学ぶ

42

6/6(木) 初任者 35

5/21(火) アクティビティ 28

5/23(木) 生活リハビリ 県⺠活動総合ｾﾝﾀｰ
210セミナー室

5/20(月) 利根地区 腰痛予防について 21

5/19(日) 東部地区 老健 みどりの館 12

5/16(木) ⻄部地区 コピスみよし
ミニホール 12

2019年度研修会実績表

5/10(金) 中堅職員 54



月 日 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 参加
人数

相談業務 県⺠活動総合センター 自分自身の⽀援を振り返る

関係職員 210セミナー室
老健経験年数3年未満の方を対象とし、相談を受ける者として大切にする
べきことを振り返る

県⺠活動総合センター やりがいのある職場とは？ 石川ゆき子氏

210セミナー室
実例を交えた石川氏の哲学・理念、理想とする到達点、現状への問題提起
について学ぶ いづみケアセンター

多職種による 県⺠活動総合センター コミュニケーション技術を学ぶ 杉⻑彬氏  作業療法士

ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ セミナーホール1 多職種連携のための協力法を学ぶ リハビリコミュニケーション研究所
県⺠活動総合センター AM:県職員

PM:山下里美氏  摂食嚥下障害認定看護師

  今井広恵氏  認知症認定看護師

7/18,19 中央地区・初任者 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰのぞみ

(木・金） 合同開催

看護協会研修センター 看護・介護職に求められる事故対応〜転倒事例を通して〜

事故に関する意識を高め、他職種連携を深める。

リスク 県⺠活動総合センター 現場で生かせるリスクマネジメント 大橋幸子氏

マネジメント セミナーホール1 座学＋グループワーク 他施設での対応を学ぶ 文京学院大学教授

「リスクマネジメント」の基礎研修

現場で生かせるケア

コピスみよし アイスブレイクの実践的展開 埼玉県介護福祉士会

ミニホール コミュニケーションの実践研修 ⻘年部

13

8/8(木) ⻄部地区 20

7/28(日) 53

8/6(火) 北部地区 寄居町中央公⺠館
藤野一重氏
なでしこ

7/22(月) 看護部会 宗像雄弁護士 71

106

7/18『認知症介護の歩み』『認知症高齢者の理解』
7/19『認知症介護の視点 ＩＣＦを理解する』

さいたま市認知症介護指導者 41

7/11(木)
栄養

関係職員

AM：『管理栄養士の係わる介護保険加算について
           〜加算の取り方と注意点について〜』
PM：『認知症の方への食事アプローチ』

セミナーホール1

6/28(金) 介護職 23

7/5(金) 45

6/18(火)
磯村知美氏 岩槻ﾗｲﾄｹｱ⽀援相談員
木村瑞樹氏 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰゆらぎ⽀援相談員

藤本武史氏 ﾊｰﾃｨﾊｲﾑ⽀援相談員

48



月 日 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 参加
人数

音楽療法について

高齢者施設における音楽療法について学ぶ

リスク 県⺠活動総合センター 多職種で考える施設マネジメント 大橋幸子氏

マネジメント セミナーホール1 感染症対策 事故対応等 ロールプレイング 文京学院大学教授

老健施設で提供する通所リハビリテーションの強みを考える。
通所系ｻｰﾋﾞｽが各地域で様々な特徴を持って運営をされている中で、老健で
提供する通所リハの強みを振り返る。

県⺠活動総合センター 口腔ケア 小野田恵氏

307セミナー室 摂食嚥下の仕組みを学び、今後のケアに活かす 栗橋ナーシングホーム翔裕園

県⺠活動総合センター AM:リンパケア AM:山名敏子氏  山名ﾘﾝﾊﾟｹｱ研究所 
多目的スタジオ PM:音楽療法 PM:小林恵子氏  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ安行

県⺠活動総合センター スキンケア〜外⽤薬について〜 藤屋聡子氏

210セミナー室 高齢者のスキントラブルの解決方法を学び現場に生かす 彩の国東大宮メディカルセンター

栄養 県⺠活動総合センター AM:介護保険の栄養士が携わる加算について

関係職員 セミナーホール1 PM:栄養士主体による地域連携発展地域での実例報告、事例発表

県⺠活動総合センター 神山知子氏  遊 介護福祉士

307セミナー室 並木洋之氏  愛 理学療法士

11/28(木) 北部地区 寄居町中央公⺠館
「口腔機能訓練器具を⽤いた最新のリハビリの紹介」
 〜すぐに役に⽴つ口腔ケアのヒント〜

飯塚能成氏 飯塚⻭科医院院⻑
本庄市児玉郡⻭科医師会会⻑

16

10/31(木)
埼玉県栄養士会、(株)フードケア
竹原郁子氏 ﾊｰﾄｹｱ東大宮管理栄養士
中務律子氏 なでしこ管理栄養士

51

11/14(木) 生活リハビリ
在宅復帰に向けての多職種連携の意義を考える
現場に生かせる多職種協働によるケアを学ぶ

41

10/21(月) アクティビティ 24

10/24(木) 看護部会 52

施設職員 29

10/18(金) 基本介助 41

14

10/5(土) 40

10/18(金) 東部地区 老健 あすかHOUSE松伏

9/11(水) 中央地区 老健 あさがお 音楽療法士



月 日 研修会名 会     場 研    修    内    容 講    師 参加
人数

11/30(土) 相談業務 関東甲信越ブロック ⽀援相談員合同研修 若月健一氏 元全老健副会⻑

12/1(日) 関係職員 『魅力あふれる⽀援相談員になるために 〜 Mt.Fujiの力を浴びて 〜』 平川汀子氏 埼玉老健協会理事

県⺠活動総合センター 

210セミナー室

多職種による 県⺠活動総合センター 栢森広氏  かわぐちﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ介護⽀援専門員

ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁ 210セミナー室 冨山絵美子氏  かわぐちﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ作業療法士

県⺠活動総合センター 中堅以上は知っておきたい接遇〜⾔ってはいけない禁句対応研修〜 本間義昭氏 石川恵美氏

セミナーホール2 接遇を学び 円滑な対人関係に活かす  (株)キャリアファクトリー２１

医療・現場で活かせるアンガーマネジメントⅡ 田辺有理子氏

医療・福祉の現場で活かせるアンガーマネージメントについて学ぶ 横浜市⽴大学医学部看護学科講師

相談業務 県⺠活動総合センター 地域の中で老健ができること〜地域貢献への取り組み〜

関係職員 210セミナー室 地域に対して、⽀援相談員や老健がどのように働きかけるのかを学ぶ。

県⺠活動総合センター

307セミナー室

リハビリ

関係職員
3/8(日) さくらめいと

新型コロナウィルス感染拡大のため中止
『地域における認知症利⽤者様への取り組みについて』

寺岡伸子氏 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰゆらぎ副施設⻑

吉田朋子氏 あさひ病院認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ

1/30(木)
今榮英人氏 ｹｱﾘﾝｸﾞよしかわ⽀援相談員

南雲智子氏 春日部ﾛｲﾔﾙｹｱｾﾝﾀｰ⽀援相談員

角三美穂氏 きんもくせい⽀援相談員

41

2/15(土)
ﾘﾊﾋﾞﾘ・介護

合同開催
ターミナルケアについて 中村純子氏 理学療法士  38

12/10(火) 利根地区
「現場の視点から見る高齢者虐待防止について」
 〜事例を交えて〜

土屋典子氏
⽴正大学 社会福祉学部社会福祉学科 准教授

34

1/25(土) 看護部会 県⺠活動総合センター
209セミナー室 25

1/15(火) 「オレンジカフェの始め方 ゼロベースからのスタート」 28

1/17(金) 中堅職員 26

山梨県
レイクホテル⻄湖 41


