名誉会長 ・ 井上謙一より

Gumma CMS “ 地域” で生ききる！

群馬県地域密着型サービス
連絡協議会・会報

今年度より全国で地域包括ケアシステムの実践が始まりました。
これは言い換えれば「地域総がかり参加システム」と言えるでしょう。
行政、住民、地域組織、事業者、企業が一堂に定期的に集まり共に信頼し合い
連携して市町村独自の目指す地域像を共有すること、そしてそれに向かって具体的に

第２７号・・・平成２７年６月発行

進めるか否かにかかっていると思います。上手く機能すれば「たとえ認知症になっても、
住み慣れた地域で尊厳を保って暮らし続けることができる」地域になるし、逆に
上手く機能しないところは一人暮らしの認知症の人が、徘徊して危険な状況になったり

定期総会 & 講演会

５月２０日 群馬県社会福祉総合センター８F 大ホール

孤独死に至るケースが続出したり、迷惑だからと言って早めにどこかに収容されたり、
尊厳どころか邪魔者扱いされる地域となってしまう。
だからこそ、われわれ地域密着型サービス事業者は認知症ケアのプロとして、
事業所の利用者だけの、事業所内にとどまるケアをしていればいいのかという問いかけに
明確に応えられるのかを問われていると思います。
最後に私事になりますが、当連絡協議会の会長として１０年関わらさせていただきました。

総会では認知症デイサービス事業者を会員として受け入れる計画や、会員事業所が認知症の相談拠点

ひとえに会員の皆さまのご理解と、役員の皆様のご協力により

として、地域での重要度を高めていくための研修事業、新役員体制等のご承認をいただきました。
また全

なんとかここまで続けることが出来ました。誠にありがとうございました。

国グループホーム団体連合会の活動に関するご質問や貴重なご意見をいただきました。今後の活動に

総会でご承認いただいた平成２７年度の新体制で、会員の皆さま、また地域のために

活かしてまいります。第二部の講演会では、福岡県大牟田市から大谷るみ子先生をお呼びして、素晴ら

ますます充実、発展していくことを祈念しております。

Special
thanks!
for
Mr.INOUE

しい取り組みの数々をご紹介いただきました。
「すごい！」
「ヒントになった」
という感想が寄せられました。

井上（元）会長は、 当協議会の初代・原会長ご逝去ののち、その志を受け継いで
会長に就任され、
それから長い間、会の運営にご尽力されました。温厚でユーモ
アに富み、信望が厚く、強いリーダーシップで 会を引っ張って下さいました。今回
会長を退き、執行部からは引退されましたが、名誉会長という形で 残っていただき
ました。この場をお借りして ・・・ 今後のますますのご活躍をお祈りするとともに、
長年のご功労に心より感謝申し上げます。ありがとうございました！

お忙しい中たくさんのご参加をいただきましてありがとうございました !

役員一同

・・・ 平成２７年度 事業計画 ・・・
１ 推進事項
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今年度も実施します！

%& ウ エ ル カ ム 講 習 会
介護未経験の人を対象者とし、人材確保
を目的とする事業「 ウエルカム講習会」

①事務局機能の充実
②認知症ディサービス事業者の受け入れ
③認知症相談拠点の研修
２ ケアの質の向上・人材確保を目的とした研修
①全県単位の活動

を今年度も４会場で、９月末から１１月

・事例発表会の充実、「ウエルカム講習会」の実施、

中旬に開催する予定です。介護現場実習

代表者管理者研修、新任者研修、リーダー研修

では、また皆さまのご協力をよろしくお

②ブロック単位の活動

願いいたします。

・レベルアップ研修（職員交換研修）ほか自主研修

３ 事業所間の情報交換
・ホームページによる情報提供、会報発行
４ 群馬県、各市町村との連携、恊働推進
・県の認知症対策や市町村の対策への委員として参加し、
連携、恊働に努める
５ 全国グループホーム団体連合会との連携
・介護保険改正への提言、災害時の広域応援に関する協定
・全国大会への参加・協力の推進

会長 ・ 恩田

初男より

役員紹介

新体制になりました！会と会員事業所の健全な運営とケアの質の向上をめざして、
そして地域のために…役員は力を合わせ、 ボランティアで活動しております。
会員の皆さまの温かいお力添えを、 これからもどうぞよろしくお願いいたします！

群馬県地域密着型サービス連絡協議会の会長に就任いたしました恩田初男でござい
ます。第 3 代会長として微力ながら会員の皆さんや役員の皆さんと一緒に認知症の人
へより良い支援を目指し、また会員事業所の発展ために努めさせていただきます。よろしくお願い

GH→グループホーム

いたします。

会

STK→小規模多機能

恩田

初男

グループホーム喜楽

副会長（兼）GH 運営部長

三俣

和哉

グループホーム・小規模多機能しょうわ

テムの実施や介護予防事業の全面的な市町村に移管されるなど多くの改正があります。その一方で

副会長（兼）広報担当

上野

節子

グループホームつどい

27 年 1 月に発表された新オレンジプランでは、2025 年には認知症の人が 700 万人と推計され、

( 看護）STK 運営部長

高橋

大将

ケアサポートセンターようざん

「 認知症の人の意見が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける

研修部長

伊藤

慎一

グループホームおおいど

ことができる社会の実現を目指す」こととなりました。自宅で生活している認知症の人とその家族

研修副部長

橋本

美々華

グループホーム吉井マリル

を多方面から支える小規模多機能事業や認知症ケアに特化したグループホームの機能に期待されて

研修副部長

多胡

佑毅

小規模多機能ホームくわのみ

います。

事務局長

松原

徹

グループホームなごみ

広報担当

佐塚

昌史

じゃんけんぽん事務局

いる認知症対応型通所介護事業者を当連絡協議会の会員として迎える事となりました。介護保険制

東部ブロック長 ( 兼）STK 運営委員

秋草

康男

山育会 事務センター

度は毎年のように改正・変更が実施されています。しかし当連絡協議会では一貫して「認知症にな

東部副ブロック長 ( 兼）研修委員

鬼形

阿輝子

小規模多機能ホームひまわり

っても、その人の望む生活を支え、ご家族の生活も支えて行く」ことを進めて行くことが使命と自

西部ブロック長

新井

寿

ケアサプライシステムズ

覚し、会員の事業所がより一層、その地域の中でなくてはならない存在になりますように連絡協議

西部副ブロック長 ( 兼）研修委員

松村

嘉亮

ケアサポートセンターさとの花

会の運営を進めて行きたいと思います。

南部ブロック長

阿久津

南部副ブロック長（兼）研修委員

森田

裕之

グループホームこころ

中北部ブロック長

金井

大輔

グループホーム恵の家

中北部副ブロック長（兼）研修委員

﨡原

桂子

小規模多機能型居宅介護 総社の杜

東部 GH 運営委員

荒川

純也

グループホームコスモス相老

平成 27 年 4 月から第６期介護保険事業計画がスタートしました。この計画で地域包括ケアシス

このような状況の中で、２７年度から地域密着型サービスのうち認知症の人への支援に特化して

事務局 & 事務局員さん / 下 富士子さんのご紹介です！
昨年１２月から群馬県地域密着型サービス

和雄

小規模多機能型居宅介護 平成の家

社会福祉関係の各種団体が

連絡協議会・事務局に勤務しております、

入居していたり、研修等で

下（しも）と申します。少しで

東部研修委員

清水

浩美

きやっせ清水

おなじみの…「群馬県社会

も会員事業所の皆さまのお役に

西部 GH 運営委員

飯塚

竜二

ケアホーム「家族の家」浜川

福祉総合センター」7 階に

立てるように頑張りたいと思い

あります。お気軽にお立ち

ますので、どうぞよろしくお願

西部 STK 運営委員

忌部

洋平

小規模多機能ホームルネスふれ愛の家

寄り下さい。

いいたします。

西部研修委員

小池

昭雅

がむしゃらケアサービス

南部ＧＨ運営委員

荻野

修一

グループホームハーモニー

南部 STK 運営委員

竹内

良枝

妙義会小規模多機能ホーム

南部研修委員

佐藤

慎

グループホームほほえみ

中北部 GH 運営委員

小島

恵子

グループホームやまゆりの家

中北部 STK 運営委員

内藤

典弘

小規模多機能ホームいやしろ

中北部研修委員

熊切

佑人

グループホームゆうゆう・うちだ

会計監査・監事

平川

二子

グループホームひらかわ

会計監査・監事

櫻場

名誉会長

井上

全国グループホーム団体連合会より
第 3 回 全国フォーラムの日程決定！
平成 27 年 10 月 8 日

長

12:00〜17:00( 予定 )

京都市勧業館「みやこめっせ」

詳細が決まりましたら FAX でお知らせします。
ホームページもご覧下さい！
「全国グループホーム団体連合会」 で検索〜

8 月 26,27

今年の夏は？
小規模多機能・グループホーム大会！
大会が近づいてきました！発表のご準備を
されている事業の方はお疲れさまです。
事業所のポスター展示も募集中です。

力を合わせて実りある大会にしましょう！

たくさんの方のご参加、お待ちしています！

日

一典
謙一

ひなたぼっこ昭和館
じゃんけんぽん事務局

