令和元年１０月２４日
相模原市発表資料

「介護」に関連したイベントを重点的に実施します
〜介護に関する理解の促進と介護人材の確保を目指して〜
１１月１１日の「介護の日」に合わせ、市民の皆様に「介護」に関する理解を深めていただ
くため、様々なイベントや取組を実施いたします。
新たな取組となる「介護ウィーク」が市内の高齢者福祉施設（１９施設）において、施設ご
との特色を活かした講演会や施設見学会などが実施されます。
高齢化が進行する中、介護人材の確保に止まらず、「介護」のことを、より身近なものと感
じていただくことができるよう、取り組んでまいります。

【１１月１１日「介護の日」に合わせて実施する介護関連イベント等】
１．介護ウィーク
期

間：令和元年１０月２８日（月）〜１１月３日（日）

場

所：市内の高齢者福祉施設１９箇所

内

容：各施設の特色を活かした講演会や施設見学、車椅子体験など
※内容や開催日などは施設によって異なります。

主

催：一般社団法人相模原市高齢者福祉施設協議会

後

援：相模原市

２．さがみはら介護の日大会
日

時：令和元年１１月１２日（火）１０時００分〜１６時００分

場

所：市立あじさい会館

内

容：シンポジウム「最期まで生きるを支える」（座長：広瀬病院 理事長 広瀬

ホールほか

憲一 先生）、次代を担う介護職員等勤続表彰式、研究発表、介護に笑顔は
良く似合う写真展、福祉機器・介護食品の展示紹介など
３．市内各所で「介護のしごとＰＲ動画」放映
放映場所：市役所本庁舎１階ロビー、緑区合同庁舎、南区合同庁舎、相模大野パブ
リックインフォメーション、神奈川中央交通バス車内（かなチャンネル）、
イトーヨーカドー古淵店
４．橋本図書館で「介護」に関する特集コーナー設置
期 間：令和元年１１月１５日（金）〜１２月１１日（水）
内 容：介護に関する書籍、各種チラシ・パンフレット、介護のしごとＰＲ冊子等の
配架
【問い合わせ先】
健康福祉局 保険高齢部
高齢政策課 計画推進班
電話：０４２−７６９−８３５４

介護ウィーク参加施設一覧

【実施期間：10月28日（月）〜11月3日（日）】
主催：一般社団法人高齢者福祉施設協議会

※期間外開催あり
区

№

1

事業所名

特別養護老人ホーム中の郷

所在地

緑区大島1556

2

特別養護老人ホーム
東橋本ひまわりホーム

緑区東橋本4‑14‑36

3

介護老人福祉施設
さがみ湖桂寿苑

緑区寸沢嵐3331

問合せ先

日時

定員

中
央
区

南
区

緑区大島295

詳細

見学のみ

３施設対抗運動会

・特別養護老人ホーム３施設（モモ、東橋本ひまわりホーム、中の郷）の入
居者様が主役の運動会

11月2日(土)
14：00〜15：00

見学のみ

カラオケ大会

・入居者様と近隣住民とのカラオケ大会

３施設対抗運動会

・特別養護老人ホーム３施設（モモ、東橋本ひまわりホーム、中の郷）の入
居者様が主役の運動会

住民相互の交流の場・居場所づくりの支援

・施設内スペースの活用
・車の貸し出し（要相談）

763‑0005

773‑2006

042‑685‑2526

区

特別養護老人ホーム
ケアプラザさがみはら

参 考

10月27日（日）※
10：00〜12：00

10月27日(日)※

10月28日(月)〜11月3日(日)
9：00〜17：00

無

10〜20名

緑

4

行事名

後援：相模原市

10月29日(火)
13：30〜14：45

50名

講演
「老人ホームで看取るということ」
〜尊厳ある「死」を選択する〜

・講師：ケアプラザさがみはら 施設長 大塚 小百合
・特別養護老人ホームという「暮らしの場」における看取りの実際と、尊厳
ある「死」の考え方についてお話しします

11月2日(土)
13：30〜14：45

50名

講演
「いつ向き合う？知って得する認知症の対策とは」
〜成年後見と家族信託のメリット・デメリット〜

・講師：司法書士 村山 澄江
・認知症になってしまうと、定期預金の解約や家の売却ができなくなります
・安心して過ごせる老後とは？
・成年後見・家族信託の専門家司法書士が、すぐに使える豆知識から大切な
法律知識まで事例を交えてお伝えします

「施設を知ってもらおう！」

ふるさと祭り（二本松公園）に出展
・各サービスの紹介
・ケアアマネージャーによる相談
・栄養相談・健康チェック

福祉機器体験

・福祉車両（リフト車）乗車体験
・施設内福祉用具見学及び体験

「施設見学相談会（無料）」

・施設事業所の案内
・介護保険サービスの利用紹介
・福祉用具の使用方法説明

「特養」ってどんなとこ？

・施設見学（2施設）
・施設開放事例、使用について
・炊き出し、試食会

認知症予防体操コグニサイズ

・コグニサイズ講師による実践

713‑3818

5

ボーナビール二本松ケアセンター

緑区二本松2‑30‑39

772‑4121

11月3日(日)
11：00〜15：00

無

6

特別養護老人ホーム青根苑

緑区青根1728‑1

787‑8230

11月10日(日)※
10：00〜13：00

20〜25名

7

特別養護老人ホームみたけ

中央区下九沢980

700‑0277

10月28日(月)〜11月1日
（金）
10：00〜16：00

8

特別養護老人ホーム柴胡苑

中央区田名6767

761‑8118

無

10月29日(火)
10：15〜13：00

30名程度

特別養護老人ホーム縁JOY

中央区田名7691‑1

764‑1110

10

東淵野辺デイサービスセンター

中央区東淵野辺4‑25‑3

753‑2253

11月1日(金)
14：30〜15：30

15名

11

社会福祉法人上溝緑寿会
コスモスセンター

中央区上溝5423‑5

768‑1801

11月10日(日)※
10：00〜15：00

無

上溝本町・コスモスセンターふれあいまつり

・福祉の相談コーナー
・作品展示(利用者作成品を含む)
・模擬店(利用者作成品を含む)
・演芸会

12

相陽台ホーム

南区下溝4303

777‑3501

11月27日(水)※
17：30〜18：50

60名

公開講座
専門医による認知症の方との関わり方の講義

・講演内容：「攻撃性のある認知症の方の心の内と関わり方について」
・講
師：北里大学 医学部 精神科学講師 大石 智先生

13

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

767‑2210

10月28日(月)〜11月1日(金）
①１３：３０〜１４：３０
②１４：３０〜１５：３０

施設見学

・見学会実施（①13:30スタート、②14:30スタート）
・デイサービス、特養、ショートステイの施設・設備の見学

14

シルバータウン相模原
特別養護老人ホーム

南区大野台5‑13‑7

755‑0301

10月30日(水)
13：00〜15：00

50名

高齢者向け防犯・救急救命

・防犯クイズ講座
・防犯かるた講座
・救急救命体験講座

15

相模原市立古淵デイサービスセンター

南区古淵4‑24‑1

766‑8555

10月31日(木)
14：15〜15：00

15名

認知症予防体操コグニサイズ

・コグニサイズ講師による実践

16

ケアステーション ナナ

南区鵜野森1‑16‑15

714‑8473

11月1日（金）
13：30〜15：00

10名

高齢者向けスマホ講座

・携帯販売員による操作講義

17

コミュニティホーム ピノ

南区鵜野森1‑15‑12

745‑1701

11月２日(土)
13：30〜15：00

10名

介護体験（車椅子操作実習・近隣散策）

・車椅子操作方法の実技講習
・講習後、施設近隣（屋外）を車椅子介助にて散策
・その他、福祉車輌のリフト昇降体験なども予定

18

特別養護老人ホーム モモ

南区鵜野森1‑22‑17

767‑8030

11月3日(日)
13：30〜15：00

10名

介護体験（車椅子操作実習・近隣散策）

・車椅子操作方法の実技講習
・講習後、施設近隣（屋外）を車椅子介助にて散策
・その他、福祉車輌のリフト昇降体験なども予定

19

特別養護老人ホーム
マナーハウス麻溝台

南区下溝3018

777‑8165

11月7日(木)※
13：00〜15：00

20名

喫茶及び交流会

・カフェふらわー
ご利用者様や地域の方が一緒にお茶を飲んだり話をします

9

無

参 考
○「介護のしごとＰＲ動画」について
幅広い世代の方に介護の仕事の魅力を広く発信するため、相模原市近郊で活動する
「さがまち学生Ｃｌｕｂ」に所属する大学生が制作しました。
見てみよう！知ってみよう！介護の仕事
実際に介護の現場で働く職員の目線で、「介護のしごと」の魅力を発信します。
＜動画の長さ：１分＞

相模原チャンネル
http://www.city.sagamihara.kanagawa
.jp/channel/1012225/1013958.html

介護職への扉
紙芝居風動画で、主人公の幼少期から介護職に就くまでを描いた心温まる
ストーリーです。
＜動画の長さ：１分＞

相模原チャンネル
http://www.city.sagamihara.kanagawa
.jp/channel/1012225/1013957.html

