
 

健康づくりフェスタ
日時：
場所：
 
元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
少年野球教室をはじめ、
ントとなりました。

野方高齢者会館主催催し
第
「ふれてみよう！！福祉用具」
日時：
場所：野方高齢者会館
 

【開催されたイベント】
太極柔力球教室
・キッズダンス・
・
・喜多方市名産品の販売など

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
薬相談（薬剤師会）
お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。

・
・
・
・
・
・
・
・

介護保険レンタルの様々な種類の福祉用具

№59 201

健康づくりフェスタ
日時：平成 27
場所：中部地域スポーツ施設

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
少年野球教室をはじめ、
ントとなりました。

野方高齢者会館主催催し
第 5 回生活お役立ち情報講座
「ふれてみよう！！福祉用具」
日時：平成 27
場所：野方高齢者会館

【開催されたイベント】
太極柔力球教室
・キッズダンス・
・ハンドケアマッサージ
・喜多方市名産品の販売など

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
薬相談（薬剤師会）
お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。

・ 介護用ベッド
・ 褥瘡予防エアマット
・ 置き型手すり
・ つっぱり型手すり
・ 車いす 
・ 歩行器や購入品のシルバーカー
・ 四点杖 
・ T 字杖 

お天気にも恵まれ、短い時間にも関わらず
質問され、実際に触

介護保険レンタルの様々な種類の福祉用具

ハートフルケア
2015. 2 発行 

健康づくりフェスタ 
27 年 1 月 25

中部地域スポーツ施設

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
少年野球教室をはじめ、子供から高齢者まで楽しめる多彩なイベ
ントとなりました。 

野方高齢者会館主催催し 
回生活お役立ち情報講座

「ふれてみよう！！福祉用具」
27 年 1 月 29

場所：野方高齢者会館 1

【開催されたイベント】 
太極柔力球教室・ラジオ体操教室・
・キッズダンス・食育かるた大会

ハンドケアマッサージ・障がい
・喜多方市名産品の販売など

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
薬相談（薬剤師会）と共に
お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。

介護用ベッド 
褥瘡予防エアマット 
置き型手すり 
つっぱり型手すり 

歩行器や購入品のシルバーカー

お天気にも恵まれ、短い時間にも関わらず
質問され、実際に触

介護保険レンタルの様々な種類の福祉用具

奥田由美子会長

新年のご

ハートフルケア
 

25 日（日）12
中部地域スポーツ施設 中部すこやか福祉センター

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
子供から高齢者まで楽しめる多彩なイベ

 
回生活お役立ち情報講座 

「ふれてみよう！！福祉用具」 
29 日（木）13
1 階和室・2

 
・ラジオ体操教室・ストラックアウト

食育かるた大会・ボイストレーニング
・障がい者の

・喜多方市名産品の販売など 

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
と共に、事業所連絡会では介護相談コーナーと

お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。

 

歩行器や購入品のシルバーカー 

お天気にも恵まれ、短い時間にも関わらず
質問され、実際に触れ試して

介護保険レンタルの様々な種類の福祉用具

奥田由美子会長

新年のご挨拶

中野区介護サービス事業所連絡会

ハートフルケア

12 時 30 分～
中部すこやか福祉センター

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
子供から高齢者まで楽しめる多彩なイベ

13 時 30 分～
2 階洋室 

ストラックアウト
ボイストレーニング
の自主製品販売

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
事業所連絡会では介護相談コーナーと

お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。

 

お天気にも恵まれ、短い時間にも関わらず
れ試していらっしゃい

・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
・ 
 
 

介護保険レンタルの様々な種類の福祉用具などが展示されました。

 

奥田由美子会長 

挨拶 

中野区介護サービス事業所連絡会

ハートフルケア

春の訪れが待ち遠しく感じられるこの頃
となりました。新年の挨拶が遅れました
が、本年も宜しくお願い致します。
 事業所連絡会も、皆様のご協力のお蔭で
会を重ねる事で、一つ一つの事業が形とな
り。ホームページ制作に於いては、昨年軌
道に載せる事が出来ました。情報を共有し
お役に立てるよう内容も充実させてまい
ります。広報誌を通して連絡会の活動をよ
りわかりやすく、また一人でも多くの方た
ちに、楽しく参加していただけるよう頑張
ります。
 

分～16 時 30
中部すこやか福祉センター 

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
子供から高齢者まで楽しめる多彩なイベ

分～15 時 00

ストラックアウト 
ボイストレーニング 

自主製品販売 

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
事業所連絡会では介護相談コーナーと

お天気にも恵まれ、大勢の方がご来場くださいました。（取材：厚地）

お天気にも恵まれ、短い時間にも関わらず多くの皆様が来場され
いらっしゃいました。

 ポータブルトイレ
 シャワーチェア
 浴槽台 
 浴槽手すり
 滑り止めマット
 介護靴 
 軽失禁パンツ等

が展示されました。

中野区介護サービス事業所連絡会

ハートフルケア

春の訪れが待ち遠しく感じられるこの頃
となりました。新年の挨拶が遅れました
が、本年も宜しくお願い致します。

事業所連絡会も、皆様のご協力のお蔭で
会を重ねる事で、一つ一つの事業が形とな
り。ホームページ制作に於いては、昨年軌
道に載せる事が出来ました。情報を共有し
お役に立てるよう内容も充実させてまい
ります。広報誌を通して連絡会の活動をよ
りわかりやすく、また一人でも多くの方た
ちに、楽しく参加していただけるよう頑張
ります。 

30 分 
 

元プロ野球選手（ヤクルト・オリックス）の副島孔太氏による、
子供から高齢者まで楽しめる多彩なイベ

00 分 

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
事業所連絡会では介護相談コーナーと福祉

（取材：厚地） 

多くの皆様が来場され
ました。 

ポータブルトイレ 
シャワーチェア 

浴槽手すり 
滑り止めマット 

軽失禁パンツ等 

が展示されました。 

中野区介護サービス事業所連絡会 

ハートフルケアなかの

春の訪れが待ち遠しく感じられるこの頃
となりました。新年の挨拶が遅れました
が、本年も宜しくお願い致します。

事業所連絡会も、皆様のご協力のお蔭で
会を重ねる事で、一つ一つの事業が形とな
り。ホームページ制作に於いては、昨年軌
道に載せる事が出来ました。情報を共有し
お役に立てるよう内容も充実させてまい
ります。広報誌を通して連絡会の活動をよ
りわかりやすく、また一人でも多くの方た
ちに、楽しく参加していただけるよう頑張

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター）
福祉用具と自助具の展示を行いました。

 

多くの皆様が来場されました。皆様、

（取材：厚地）

 発行 会長 

なかの

春の訪れが待ち遠しく感じられるこの頃
となりました。新年の挨拶が遅れました
が、本年も宜しくお願い致します。 

事業所連絡会も、皆様のご協力のお蔭で
会を重ねる事で、一つ一つの事業が形とな
り。ホームページ制作に於いては、昨年軌
道に載せる事が出来ました。情報を共有し
お役に立てるよう内容も充実させてまい
ります。広報誌を通して連絡会の活動をよ
りわかりやすく、また一人でも多くの方た
ちに、楽しく参加していただけるよう頑張

また、血管老化年齢測定（地域包括支援センター）、足指力測定（すこやか福祉センター） 
用具と自助具の展示を行いました。

ました。皆様、熱心に

（取材：厚地）

 奥田由美子

なかの

春の訪れが待ち遠しく感じられるこの頃
となりました。新年の挨拶が遅れました

事業所連絡会も、皆様のご協力のお蔭で
会を重ねる事で、一つ一つの事業が形とな
り。ホームページ制作に於いては、昨年軌
道に載せる事が出来ました。情報を共有し
お役に立てるよう内容も充実させてまい
ります。広報誌を通して連絡会の活動をよ
りわかりやすく、また一人でも多くの方た
ちに、楽しく参加していただけるよう頑張

用具と自助具の展示を行いました。

熱心に

（取材：厚地） 

由美子  

なかの

用具と自助具の展示を行いました。 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成
日程：平成
会場：中野区産業振興センター
委員会報告
第
日時：平成
場所：帝京平成大学
テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ
くり」
参加者：
 

編集後記

日時：平成
場所：中野区商工会館
テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』

講師：株式会社ねこの手代表取締役
参加事業所・人数：

やすらぎ
①
②
③

④

⑤

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

感想：
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族
関係や抱えている問題等
することの大切さが胸に落ちました。

 

【研修報告】 

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

平成 27 年度総会開催のお知らせ
日程：平成 27
会場：中野区産業振興センター
委員会報告 
第 1 回なかの地域福祉推進フォーラム実施報告
日時：平成 26
場所：帝京平成大学
テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ
くり」 
参加者：140

編集後記

新加入事業所紹介

日時：平成 27
場所：中野区商工会館
テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』

～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～
講師：株式会社ねこの手代表取締役
参加事業所・人数：

やすらぎ邸野方
① 平成 26 年
② ケアマネージャの紹介で入会しました。
③ 研修会参加・レクリエーション

改正についての研修等に参加していきたいです。
④ 状況への対応など

います。 
⑤ 利用者様、個々の想いを尊重し、自由度の高い、元

気で明るい

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

感想：2015 年
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族
関係や抱えている問題等
することの大切さが胸に落ちました。

◎事業所名
① 連絡会に加入されたのはいつですか？
② どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？
③ 連絡会でやってみたい活動はありますか？
④ 今後、連絡会にどんなことを期待しますか？
⑤ 事業所の魅力を

【研修報告】

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

事 務

〒164-0001

年度総会開催のお知らせ
27 年 4 月 23

会場：中野区産業振興センター
 

回なかの地域福祉推進フォーラム実施報告
26 年 11 月

場所：帝京平成大学 225
テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ

140 名 

編集後記 

新加入事業所紹介

27 年 1 月 20
場所：中野区商工会館 
テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』

～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～
講師：株式会社ねこの手代表取締役
参加事業所・人数：28 事業所

野方 五十嵐さん
年 11 月。 

ケアマネージャの紹介で入会しました。
参加・レクリエーション

改正についての研修等に参加していきたいです。
状況への対応など色々と相談させて頂きたいと思

 
利用者様、個々の想いを尊重し、自由度の高い、元
気で明るい事業所です。（取

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

年 4 月からの改定で義務化される内容
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族
関係や抱えている問題等、
することの大切さが胸に落ちました。

～ インタビュー内容
◎事業所名   ◎インタビューを受けて頂いた方

連絡会に加入されたのはいつですか？
どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？
連絡会でやってみたい活動はありますか？
今後、連絡会にどんなことを期待しますか？
事業所の魅力をお願いします。

【研修報告】 訪問介護全体研修

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

事 務 局：中野区社会福祉協議会

電話５３８０－０７５１

0001 中野区中野

年度総会開催のお知らせ
23 日 午後

会場：中野区産業振興センター 大会議室

回なかの地域福祉推進フォーラム実施報告
月 28 日 14：

225 教室 
テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ

 

新加入事業所紹介

20 日（火） 

テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』
～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～

講師：株式会社ねこの手代表取締役 
事業所 40 名参加

五十嵐さん（※写真掲載有りません）
 

ケアマネージャの紹介で入会しました。
参加・レクリエーション研修・地域

改正についての研修等に参加していきたいです。
色々と相談させて頂きたいと思

利用者様、個々の想いを尊重し、自由度の高い、元
事業所です。（取材：太田）

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

月からの改定で義務化される内容
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族

、管理者やサービス提供責任者がきめ細かく把握
することの大切さが胸に落ちました。

インタビュー内容 ～
◎インタビューを受けて頂いた方

連絡会に加入されたのはいつですか？
どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？
連絡会でやってみたい活動はありますか？
今後、連絡会にどんなことを期待しますか？

お願いします。 

訪問介護全体研修

あっという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、
連絡会一同、頑張っていきます。（山村）

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

：中野区社会福祉協議会

５３８０－０７５１

中野区中野 5-68

年度総会開催のお知らせ 
午後 6 時～ 

大会議室 

回なかの地域福祉推進フォーラム実施報告 
：00～16：

テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ

（

新加入事業所紹介 

 

テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』
～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～

 伊藤亜記氏
名参加 

（※写真掲載有りません）

ケアマネージャの紹介で入会しました。 
研修・地域交流

改正についての研修等に参加していきたいです。
色々と相談させて頂きたいと思

利用者様、個々の想いを尊重し、自由度の高い、元
材：太田） 

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

月からの改定で義務化される内容
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族

管理者やサービス提供責任者がきめ細かく把握
することの大切さが胸に落ちました。 

～ 

◎インタビューを受けて頂いた方 

連絡会に加入されたのはいつですか？ 

どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？
連絡会でやってみたい活動はありますか？ 

今後、連絡会にどんなことを期待しますか？ 

 

訪問介護全体研修 

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、
連絡会一同、頑張っていきます。（山村）

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！
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テーマ：いきいきプラン（第３次中野区民福祉活動計
画）「社会的孤立を生まない人と人とが繋がる地域づ

（12・1 月開催会議より）

新しく事業所連絡会に登録して頂いた事業所の紹介です。
連絡会に参加されるに

テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』
～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～

伊藤亜記氏 

チャームスイート新井薬師
① 
② 
③ 

④ 

⑤ 

（※写真掲載有りません） 

交流・法
改正についての研修等に参加していきたいです。 

色々と相談させて頂きたいと思

利用者様、個々の想いを尊重し、自由度の高い、元

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

月からの改定で義務化される内容・介護保険法に則り
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族

管理者やサービス提供責任者がきめ細かく把握

 

どんなきっかけで連絡会に加入されましたか？ 

 

部会活動報告
介護支援専門員部会
12/18
訪問介護部会
12/18
通所介護部会
1/16
福祉用
12
グループホーム部会
1/1
訪問看護部会
1/20
 

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、
連絡会一同、頑張っていきます。（山村）

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

経営管理課内 担当
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開催会議より）

新しく事業所連絡会に登録して頂いた事業所の紹介です。
連絡会に参加されるに

テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』
～介護保険の理解と日々の実践に役立てるために～ 

チャームスイート新井薬師
 平成 26 年
 ケアマネージャの紹介で入会しました。
 特定施設部会を開催できればと思います。介護付有

料老人ホームと居宅事業所との連携強化をしてい
きたい。 

 介護事業所連絡会全体で盛り上がるイベントや取
り組みを企画してほしい。

 ご利用者の要望を一つ一つ個別に対応しておりま
す。「無理かな？」と思われる事も都度ご相談頂い
ています。（取

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研

介護保険法に則り
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族

管理者やサービス提供責任者がきめ細かく把握

部会活動報告
介護支援専門員部会
12/18 事業所連絡会運営会議・包括交流会報告
訪問介護部会 
12/18 部会
通所介護部会 
1/16  部会
福祉用具・住宅改修部会

2/19 部会
グループホーム部会
1/15  部会
訪問看護部会 

/20  部会

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、
連絡会一同、頑張っていきます。（山村）

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

担当 清水・
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 （日・祝･第

開催会議より） 

新しく事業所連絡会に登録して頂いた事業所の紹介です。
連絡会に参加されるにあたり、インタビューを行いました。

テーマ：『サービス提供責任者の役割・訪問介護計画書の基本的考え方』 

チャームスイート新井薬師 
年 12 月。 

ケアマネージャの紹介で入会しました。
特定施設部会を開催できればと思います。介護付有
料老人ホームと居宅事業所との連携強化をしてい

介護事業所連絡会全体で盛り上がるイベントや取
り組みを企画してほしい。
ご利用者の要望を一つ一つ個別に対応しておりま
す。「無理かな？」と思われる事も都度ご相談頂い

（取材：花堂）

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って
くれました。襟を正し、日々の仕事に関わろうと思いを強くした貴重な研修でした。

介護保険法に則り、
遵守しなければならない原則的な事から、日頃ヘルパーさんの生活・家族

管理者やサービス提供責任者がきめ細かく把握

部会活動報告 
介護支援専門員部会 

事業所連絡会運営会議・包括交流会報告
 

部会（23 区高齢者福祉政策について）
 

部会（介護報酬改正について）
具・住宅改修部会 

部会（各種イベントについて）
グループホーム部会 

部会（今後の活動・研修会について）
 

部会（役員報告・交流会報告）

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、
連絡会一同、頑張っていきます。（山村） 

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

・大友  

（日・祝･第 3 月休） 

新しく事業所連絡会に登録して頂いた事業所の紹介です。
、インタビューを行いました。

 さくらの森

ケアマネージャの紹介で入会しました。
特定施設部会を開催できればと思います。介護付有
料老人ホームと居宅事業所との連携強化をしてい

介護事業所連絡会全体で盛り上がるイベントや取
り組みを企画してほしい。 
ご利用者の要望を一つ一つ個別に対応しておりま
す。「無理かな？」と思われる事も都度ご相談頂い

材：花堂） 

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って

修でした。（取材：浜崎）

 

事業所連絡会運営会議・包括交流会報告

区高齢者福祉政策について）

（介護報酬改正について）

（各種イベントについて）

（今後の活動・研修会について）

（役員報告・交流会報告）

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、

 

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！

 

新しく事業所連絡会に登録して頂いた事業所の紹介です。 
、インタビューを行いました。 

さくらの森 

ケアマネージャの紹介で入会しました。 
特定施設部会を開催できればと思います。介護付有
料老人ホームと居宅事業所との連携強化をしてい

介護事業所連絡会全体で盛り上がるイベントや取

ご利用者の要望を一つ一つ個別に対応しておりま
す。「無理かな？」と思われる事も都度ご相談頂い

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って

（取材：浜崎） 

 

事業所連絡会運営会議・包括交流会報告

区高齢者福祉政策について）

（介護報酬改正について） 

（各種イベントについて） 

（今後の活動・研修会について）

（役員報告・交流会報告） 

っという間に年が明け、介護報酬改定に関しての情報が、聞かれるよ
うになりました。今年も、皆さんにお役に立てるツールの一つとして、

掲載をご希望の記事等がございましたら、お気軽にお知らせ下さい。今後も紙面の充実を目指します！ 

 

特定施設部会を開催できればと思います。介護付有
料老人ホームと居宅事業所との連携強化をしてい

介護事業所連絡会全体で盛り上がるイベントや取

ご利用者の要望を一つ一つ個別に対応しておりま
す。「無理かな？」と思われる事も都度ご相談頂い

先生のパワフルなセミナーは、私たちに様々な示唆を与えてくれるものでした。介護従事者への暖かいメッセ
ージがひしひしと伝わり、原則を語りながら介護という人と人とが関わる尊厳的な仕事のミッションを語って

 

事業所連絡会運営会議・包括交流会報告 

区高齢者福祉政策について） 

（今後の活動・研修会について） 


