
10：00～15：00

までの開催でした

こんにちは、岩手県高齢者総合支援センターです。

長引くコロナ禍、県独自の緊急事態宣言も発令された季節の変わり目。なかなか先が見えない状況ではありますが程よい

気候の今のうち、ゆっくり体調をリセットしたり集中して趣味に取り組んだりして余暇を充実したものに出来ると良いですね。

それでは、岩手県高齢者総合支援センターだよりvol.84をお届けいたします。

毎年開催している「シルバー110番特別相談デー」、今年度も9月15日～21日の老人

週間に先駆け、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じ、9月11日(土)10時～１５時の

日程で実施しました。

当日は弁護士・医師・税理士・社会保

険労務士・認知症専門相談員の専門家に

ご協力頂きながら法律・医療・税金・年

金・認知症・介護サービスなど多種多様

な相談内容について対応をして頂きまし

た。

併せてケアプラザいわてを開放し福祉

用具や介護ロボットの見学にも応じまし

た。

対面での相談に

も応じました

どのようなご相談ですか？

母親の認知症のことで・・・



8月中旬ごろ～９月にかけては新型コロナ感染拡大の影響でやむなく
延期になった研修や中止になったセミナーもありましたが、一方ではこれ
までになかった嬉しい試みもあった夏でした。詳しくは記事をご覧ください👇

　７月、夏休みの自由研究の題材として介護ロボットを学びに市

内の小学校に通う男子児童が親御さんと一緒に来所して下さい

ました。小学校の児童の自由研究で説明をするという機会は

貴重です。嬉しい限りでワクワクしながら対応させて頂きました。

　この日は、コミュニケーションロボットのチャピット、ロボットアシス

トウォーカーRT.2（移動支援）、ロボヘルパーSASUKE（移乗支援）

の３つのロボットについて説明しました。

　許可を頂き、小学校での発表用の成果物を紹介します☺

　　　※個人情報保護の観点から一部内容を補正しております。

とても詳しく丁寧にまとめて下さっています。

素晴らしいです！！

認知症地域支援推進員養成研修会

8月3日(火) 10：30～15：40

8月4日(水) 10：30～14：30

岩手県水産会館

研修内容

1.岩手県の認知症施策の概要

2.事例紹介

・一関市「認知症ケアパス」 ・山田町「認知症サポーター養成研修」

・八幡平市「声掛け模擬訓練」

3.講義「自地域で認知症地域支援推進員として活動を展開するために」

4.講義「認知症の医学的理解と認知症の人が必要とする支援」

5.講義「認知症支援体制の強化と地域に求められる役割」

6.グループワーク

各種ご報告

福祉用具・介護ロボットについてお気軽にお

問合わせください。個人でもグループや団体で

も見学・体験できます。

お問い合わせ先

場所：岩手県高齢者総合支援センター

時間：平日9時から17時

TEL：019-625-7490

ケアプラザいわて

夏休みの自由研究で介護ロボ体験♪

SASUKEでは実際に介助される側を、その後に

は操作の仕方も体験しました♪

チャピット

RT.2

展示室に新たな介護ロボットが加わりました！

モーションセンサーを利用した福祉・介護・教育

現場向けのゲーミフィケーションテクノロジー、

TANO。センサーの前に立つだけで体がコント

ローラーとなり、運動・発生・脳活性化トレーニン

グができる自立支援システムです。

色々なゲームや運動を楽しむことが可能です。

ぜひ一度体験にいらしてみて下さい！



※10月～12月の間で現時点で日程が決定している研修を掲載しております。

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、延期または中止する場合があります。

区分 10月 11月 12月

法律(弁護士)

9：00～12：00

法律(司法書士)

9：00～12：00

認知症 　

13：30～16：30

【定例相談・日程】 【随時相談】

相談担当者 月 日 時間

弁護士・社会福祉士 10月 20日(水)

弁護士・社会福祉士 11月 17日(水)

弁護士・社会福祉士 12月 15日(水)

弁護士・社会福祉士 1月 19日(水)

弁護士・社会福祉士 2月 16日(水)

弁護士・社会福祉士 3月 16日(水)

○10月　7日(木)　第2回チームオレンジコーディネーター養成研修　矢巾町公民館　矢巾町えんじょいセンター

○10月19日(火)   キャラバン・メイト養成研修

○10月20日(水)   岩手県認知症初期集中支援チーム運営研修会　　エスポワールいわて

○10月25日(月)　福祉用具・住宅改修研修会　二戸パークホテル（予定）

1日(金) 5日(金) 3日(金)

○11月13日(土)　岩手県リハビリテーション専門職介護予防従事者研修（オンライン）　　　

○11月　8日(月)　福祉用具・住宅改修研修会　宮古・シートピアなあど（予定）

○10月26日(火)28日(木)　岩手県生活支援コーディネーター現地研修　九戸村

○11月29日(月)　福祉用具・住宅改修研修会　県南地区（調整中）

○11月16日(火)　福祉用具・住宅改修研修会　盛岡・水産会館（予定）

○11月　2日(火)　権利擁護地域研修会　二戸地区合同庁舎　　

○11月18日(木)　権利擁護地域研修会　大船渡市・リアスホール　　

【専門相談・予約制】

シルバー110番

お電話お待ちしております

TEL　0120-84-8584

フリーダイヤル

岩手県高齢者総合支援センター

14:00

～

17:00

FAX　019-625-7494

TEL　019-625-7490

【相談専用】

27日（水） 24日（水） 22日（水）

17日(金)

8日(金) 12日(金) 10日(金)

6日(水) 10日(水) 1日(水)

15日(金) 19日(金)

シ ル バ ー110 番 相 談 事 業

○虐待について、適切な支援の方策を助言してほしい。

○業務に就いたばかりなので、制度など専門家に教えてもらいた

い。

○対応が適切だったか・・・事例検討したい。

○その他いろいろ。

○相談時間は、9時から17時まで。

○高齢者やその家族の皆様からの困り事・悩み事・知りたい事など相談に

応じています。

10月以降 の 研 修 予 定

権 利 擁 護 相 談 事 業

○お急ぎの相談については、定例相談

を待たずに、随時相談として受け付け

ます。

○何回でも無料です。



岩手県高齢者総合支援センター事業

下半期も相談、研修、普及啓発の三本柱で実施します。 ※1及び※2についての詳細は欄外に記載しております。

事業名
年間
回数

10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 一般相談・専門相談・認知症電話相談 通年

2 地域包括ケア相談 通年

3 展示室見学対応・ＤＶＤ等貸出 通年

4 業務支援研修 １０回 （2） （5） （1）

5 リハビリテーション専門職等連携研修 ２回

6 認知症・介護予防多職種連携研修 2回

7 権利擁護地域研修　　　　　　　　　　　　※1 4回
　２日(火)二戸　　　　　　

18日(木)沿岸

13日(木)・１４日

(金)・２５日(火)盛岡

8 福祉用具・住宅改修研修　　　　　　　 ※2 4回 25日(月)二戸

８日(月)沿岸・16日

(火)盛岡・29日(月)

県南

9 キャラバン・メイト養成研修 1回 ○

10 認知症サポーター養成講座 5回

11 地域交流会の開催 毎月

12 認知症セミナー 1回

13 権利擁護セミナー １回

14 市町村認知症サポーター事務局情報交換会 １回 ○

15 センターだより（広報・普及啓発） 6回 ○ ○ ○

※1

※2

地域包括ケアシステム基盤確立事業　

年間
回数

10月 11月 12月 1月 2月 3月

1回
20日(水)エスポ
ワールいわて

1回 17日(金)マリオス

1回 13日(木)アイーナ

1回 24（水）アイーナ

2回
26日(火)、
28(木)九戸村

1回
13日(土)　　　　　　

オンライン

1回

1回

※新型コロナウィルス感染拡大の影響により、延期または中止する場合があります。

令和3年度下半期もどうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

センターだよりは公式HP内でも閲覧できます

QRコードはこちら👉

随時

事　業　名

認知症初期集中支援チーム運営研修会

認知症ケア向上支援会議（認知症カフェ情報交換会）

認知症地域支援推進員連絡会議

 アドバイザー派遣事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　専門職派遣、生活支援、認知症ケア、　
　　　　　　　　　　　　　　自立支援、重度化防止

 生活支援コーディネーター連絡会議（情報交換会）

生活支援コーディネーター現地研修会

○11月２日(火)　二戸地区合同庁舎　○11月18日(木)　大船渡市・リアスホール　○1月13日(木)14日(金)25日(火)　盛岡市・岩手県高校教育会館

○10月２5日(月)　二戸パークホテル　○11月8日(月)　宮古市・シートピアなあど　○11月16日(火)　盛岡市・水産会館　○11月29日(月)　県南地区(調整中)

リハ職介護予防予防従事者研修

リハ職介護予防従事者多職種連携研修会

リハ職介護予防従事者連絡会議（情報交換会）

　各市町村で取組みを進めている地域包括ケアシステムの構築支援の一環として、市町村や地域包括支援センターが必要とする人材の養成、関係者間の情報交換や専
門的支援、県民への普及啓発など以下の予定で実施します。積極的な参加や活用をお願いします。

12月～1月の土

2月～3月の土

令和３年度事業予定（下半期）

新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となりました

未定

随時

未定

（ ）内は開催予定回


