
北部SUN町

北部地域施設連携会議（サンサン会議） 令和4年８月 発行

つながるBook



皆さんは、自分の住んでいる近くの福祉施設の事をご存じですか？

介護の事等で悩んでいませんか？

サンサン会議では北部3町（福富町・豊栄町・河内町）の

社会福祉法人や事業所、専門職が定期的に集まり、情報

交換や地域課題解決に向けて話し合いをしています。

この度、地域と社会福祉法人、事業所等がつながる

きっかけとして、出前講座を一冊にまとめた「北部SUN町

つながるBOOK」を作成しました。

地域のつどいの場（サロン・百歳体操等）でお気軽に

ご活用いただければ幸いです。

サンサン会議 構成施設・団体

【福富】
特別養護老人ホーム 神郷の家
グループホーム サンハートホーム
小規模多機能ホーム ふくとみ
【豊栄】
特別養護老人ホーム 豊邑苑
小規模多機能型居宅介護支援事業所 能良の里
グループホーム ふぁみりぃ豊栄
【河内】
特別養護老人ホーム 大仙園
介護老人保健施設 葵の園・広島空港
グループホーム ジューンベリーの家
小規模多機能ホーム みのりの里河内

東広島市社会福祉協議会（福富・豊栄・河内）
東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援センター



地域出前講座メニュー（北部圏域） 

 

番号 講師派遣先 テーマ 所要時間 ページ 

１ 
特別養護老人ホーム 

神郷の家 

介護保険と施設について 30～４０分 1 

２ 口腔ケア・口腔体操について ３０～４０分 1 

３ 認知症について ３０～４０分 1 

４ 小規模多機能ホーム ふくとみ 健康・介護相談 ３０～４０分 1 

５ 

社会福祉法人 興仁会 

（特別養護老人ホーム豊邑苑） 
（小規模多機能ホーム 能良の里） 

誰でもわかる「認知症」 ４５分 1 

６ 
「健康増進大作戦！」 

～身体も頭も使って元気になろう～ 

６０分 2 

７ 「豊邑苑ってどんなところ？」 ６０分 2 

８ 「口から食べて元気になろう！」 ６０分 2 

９ 実演します「無理のない介護」 ６０～９０分 2 

１０ グループホーム 

ふぁみりぃ豊栄 

グループホームってどんなところ？ ３０～60 分 ２ 

１１ 手先を使って、小物を作りませんか。 60～90 分 3 

12 
介護老人保健施設 

葵の園・広島空港 

星野インストラクターと 

 Let’s dancing !! 

６０分 3 

１3 
理学療法士による 

 目指せ！歩ける 100 歳体操！！ 

６０分 3 

１4 グループホーム 

ジューンベリーの家 

音楽的回想療法 ３０～４０分 3 

１5 手話を楽しみましょう ３０～４０分 3 

１6 

東広島市社会福祉協議会 

介護予防グッズで楽しく健康づくり ３０～６０分 4 

１7 権利擁護について ３０～６０分 4 

１8 避難所運営ゲーム『HUG』 ６０～９０分 4 

１9 
東広島市社会福祉協議会 

（福富支所） 

地域サロンについて ３０分 4 

20 コロコロカーリング ３０分 4 

21 防災について考えよう ３０～６０分 5 

２2 東広島市社会福祉協議会 

（豊栄支所） 

音楽に合わせて楽しく体操をしましょう！ ３０分 5 

２3 『豊栄郷土カルタ』を一緒に楽しみましょう！ ６０分 5 

２4 

東広島市社会福祉協議会 

（河内支所） 

やってみよう！おうちで簡単脳トレ体操 30～60 分 5 

２5 
やってみよう！誰でも簡単、 

コミュニケーション麻雀 

60 分 5 

２6 やってみよう！おうちで防災対策 30～60 分 6 

２7 

東広島市北部 

（福富・豊栄・河内） 

地域包括支援センター 

認知症サポーター養成講座 ６０～90 分 6 

２8 LINE で繋がろう♪ ６０分×３回 6 

２9 
ワードを使って、「♡本当に簡単な文書♡」を作

成しましょう！ 

６０分 6 

30 折り紙でバラを折ろう ９０分 6 



番号 講師派遣先 テーマ 所要時間 ページ 

31 東広島市北部 

（福富・豊栄・河内） 

地域包括支援センター 

 

簡単おやつ講座 ６０分 7 

３2 
昔の歌謡曲や童謡などを聴いて若かりし頃の

事を語り合おう 

６０分 7 

３3 
脳も体もリフレッシュ！！ 

～イスに座ってできる脳トレ体操～ 

６０分 7 

３4 
高齢者の歌の効果 

～さまざまな歌を通して～ 

ご希望の時間 7 

３5 皆様（対象の方）に合った施設選びについて ３０～４０分 7 
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出前講座メニュー一覧 

１ 介護保険と施設について 
特別養護老人ホーム 

神郷の家 

（内容）介護保険サービスについて説明します。 

（講師）介護支援専門員 （所要時間）30～４０分 

人数：１０～２０人 

２ 口腔ケア・口腔体操について 
特別養護老人ホーム 

神郷の家 

（内容）オーラルフレイル対策の口腔体操や口腔ケアについて説明します。 

（講師）介護福祉士 （所要時間）30～４０分 

必要物品：スクリーン、プロジェクター 

３ 認知症について 
特別養護老人ホーム 

神郷の家 

（内容）認知症は誰にでも起こりうる脳の病気による症状です。認知症について学びます。 

（講師）介護支援専門員 （所要時間）30～４０分 

必要物品：スクリーン、プロジェクター 

４ 健康・介護相談 
小規模多機能ホーム 

ふくとみ 

（内容）皆様の健康や介護に関する疑問に専門職が説明・お答えします。 

（講師）介護支援専門員・介護福祉士・看護師 （所要時間）30～40 分 

必要物品：特になし 

５ 誰でもわかる「認知症」 社会福祉法人 興仁会 

（内容）寸劇を通して、楽しく学ぼう。 

（講師）興仁会職員 （所要時間）４５分 

人数制限：感染予防の観点から、講座は少人数で行います。 

その他：ネット環境（ZOOM）による講座も可能です。 
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６ 
「健康増進大作戦！」 

～身体も頭も使って元気になろう～ 社会福祉法人 興仁会 

（内容）体操、クイズを一緒に行います。 

（講師）興仁会職員 （所要時間）６０分 

必要物品：電源コンセント。ホワイトボード。内容によっては、椅子。 
人数制限：感染予防の観点から、講座は少人数で行います。 
その他：ネット環境（ZOOM）による講座も可能です。 

７ 「豊邑苑ってどんなところ？」 社会福祉法人 興仁会 

（内容）地域施設の紹介を含めて、動画や写真を使って、介護施設や在宅サービスについて説明します。 

（講師）興仁会職員 （所要時間）６０分 

人数制限：感染予防の観点から、講座は少人数で行います。 

その他：ネット環境（ZOOM）による講座も可能です。 

 
８ 「口から食べて元気になろう！」 社会福祉法人 興仁会 

（内容）給食担当が、施設で提供している食事を作り、皆様に実食してもらいます。栄養面に 

ついて、管理栄養士が講義をします。 

（講師）興仁会職員 （所要時間）６０分 

人数制限：感染予防の観点から、講座は少人数で行います。 

その他：ネット環境（ZOOM）による講座も可能です。 

９ 実演します「無理のない介護」 社会福祉法人 興仁会 

（内容）在宅生活に役立つ介護方法を実演しながら、一緒に学びます。又、介護で困っていること

について回答し、説明します。 

（講師）興仁会職員 （所要時間）６０分～９０分 

必要物品：（ベッド）、椅子等。 

人数制限：感染予防の観点から、講座は少人数で行います。 

その他：ネット環境（ZOOM）による講座も可能です。 
１０ グループホームってどんなところ？ 

グループホーム 

ふぁみりぃ豊栄 

（内容）ふぁみりぃ豊栄の紹介と活動内容をお伝えします。 

（講師）ふぁみりぃ豊栄職員 （所要時間）30 分～60 分 

必要物品：特になし 



3 

 

１１ 手先を使って、小物を作りませんか。 
グループホーム 

ふぁみりぃ豊栄 

（内容）みなさんに選んでいただいた小物を作って手芸を楽しみましょう。 

（講師）ふぁみりぃ豊栄職員 （所要時間）60 分～90 分 

必要物品：作成する物によりご案内します。 

１2 星野インストラクターと Let’s dancing !! 
介護老人保健施設 
葵の園・広島空港 

（内容）自然と身体を動かしたくなる楽しい音楽に合わせて、無理なく全身運動を行います。 

心と身体を楽しくリフレッシュしましょう。 

（講師）健康運動実践指導者 星野 文吾 、 明るい職員 （所要時間）60 分 

☆会場スペースと要相談（手足を広げるため） 

☆水曜日 13：30～15：00 

１3 
理学療法士による 

目指せ！歩ける 100 歳体操！！ 

介護老人保健施設 

葵の園・広島空港 

（内容）療法士による体操はもちろん！その他、身体の状態に合わせた体操のご提案や 

質疑応答などコミュニケーションを図りながら行います。 

（講師）理学療法士、明るい職員 （所要時間）60 分 

☆会場スペースと要相談 

☆水曜日 13：30～15：00 

１４ 音楽的回想療法 
グループホーム 

ジューンベリーの家 

（内容）大正～令和の活動を振り返ってみましょう（時代を音楽とともに振り返りましょう）。 
発声することにより脳の刺激を行い認知症進行防止や予防を行います。 

（講師）ジューンベリーの家職員 （所要時間）３０～４０分 

必要物品：マイク 

１５ 手話を楽しみましょう 
グループホーム 

ジューンベリーの家 

（内容）日々の挨拶～季節など簡単なことを行いながらクイズや歌を歌いましょう。 
日常でよく使う簡単な種を行い、手話での表現方法を一緒に学びましょう。 

（講師）ジューンベリーの家職員 （所要時間）３０～４０分 

必要物品：マイク 
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１６ 介護予防グッズで楽しく健康づくり 東広島市社会福祉協議会 

（内容）陣取りゲームやボーリング、輪投げ、かるた等の、介護予防グッズの中から選んで、 
頭や体を使って楽しく介護予防ができます。 

（講師）社協職員 （所要時間） 30 分～60 分 

必要物品：特になし 

１７ 権利擁護について 東広島市社会福祉協議会 

（内容）認知症や障害等で、判断能力が不十分でも、財産管理や身上監護、生活支援を通じて 
『自分らしく生きる』をサポートできる、権利擁護に関する諸制度の説明を行います 

（講師）権利擁護センター専門員 （所要時間）30 分～60 分 

必要物品：特になし 

１８ 避難所運営ゲーム『HUG』 東広島市社会福祉協議会 

（内容）避難者の情報が書かれたカードを避難所に見立てた模造紙に配置していき、配慮の必要な人やそれぞれの

抱える事情に対応していく中でお互いが学び、防災・減災の事を考えるきっかけを作っていきます。 

（講師）災害ボランティア担当職員 （所要時間）60 分～90 分 

必要物品：特になし 

１９ 地域サロンについて 
東広島市社会福祉協議会 

（福富支所） 

（内容）コロナ禍の繋がりづくりについてみんなで話し合ってみましょう。 
その他、助成金の流れや他地区の活動情報をお伝えします 

（講師）社協職員 （所要時間）30 分 

必要物品：特になし 

２０ コロコロカーリング 
東広島市社会福祉協議会 

（福富支所） 

（内容）紙コップでする机上のカーリングです。手軽な材料で盛り上がること間違いなし！ 

（講師）社協職員 （所要時間）30 分 

必要物品：長机 
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２１ 防災について考えよう 
東広島市社会福祉協議会 

（福富支所） 

（内容）クイズ形式で楽しみながら防災について学んでみませんか？ 

（講師）「ふれあいサロン防災プログラム」トレーナー （所要時間）30 分～60 分 

必要物品：特になし 

２２ 音楽に合わせて楽しく体操をしましょう！ 
東広島市社会福祉協議会 

（豊栄支所） 

（内容）DVD を見ながら音楽に合わせて体操をします。ご当地の音楽（２曲）なので歌詞もお楽し
みのひとつです。一緒に楽しく身体を動かしましょう。 

（講師）デイサービスセンター豊栄職員 社協職員 （所要時間）３0 分 

必要物品：テレビ・DVD プレーヤー 
※テレビまたは DVD プレーヤーがなければ、社協から機材（プロジェクター、スクリーン、DVD プレーヤー等）を 
持参しますので、設置ができる場所をお願いします。 

２３ 『豊栄郷土カルタ』を一緒に楽しみましょう！ 
東広島市社会福祉協議会 

（豊栄支所） 

（内容）『豊栄の郷土を題材としたカルタ』を通して地域の魅力を再確認しながら、 
カルタ遊びを楽しみましょう。 

（講師）デイサービスセンター豊栄職員 社協職員 （所要時間）６０分 

必要物品：特になし 

２４ やってみよう！おうちで簡単脳トレ体操 
東広島市社会福祉協議会 

（河内支所） 

（内容）２つの課題（身体をうごかす＋頭をつかうなど）を同時に行う二重課題トレーニングを、
DVD を視聴しながら行います。転倒予防や認知症予防に効果的と言われています。 

（講師）社協職員 （所要時間） 30 分～60 分 

必要物品：テレビ・DVD プレーヤー 

※テレビまたは DVD プレーヤーがなければ、社協から機材（プロジェクター、スクリーン、DVD プレーヤー等）を 

持参しますので、設置ができる場所をお願いします。 

２５ 
やってみよう！誰でも簡単、 

コミュニケーション麻雀 
東広島市社会福祉協議会 

（河内支所） 

（内容）手のひらサイズの牌（パイ）を使うコミュニケーション麻雀。誰でも気軽に楽しめ、 
介護予防や認知症予防にも効果があると言われています。 

（講師）社協職員 （所要時間） 60 分 

必要物品：机があると便利です。１８０ｃｍ×１８０ｃｍになるように机を組み合わせます。 
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２６ やってみよう！おうちで防災対策 
東広島市社会福祉協議会 

（河内支所） 

(内容)知っておいても損はしない防災の豆知識をお伝えします。 

（講師）社協職員 （所要時間） 30 分～60 分 

必要物品：筆記用具。机があるとメモしやすいでしょう。 

２７ 認知症サポーター養成講座 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）認知症について正しい理解と適切な対応について学びましょう。 

（講師）包括職員・キャラバンメイト （所要時間）60 分～90 分 

必要物品：特になし 

２８ LINE で繋がろう♪ 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）孫や家族と LINE でやりとりしましょう。 

（講師）包括職員 （所要時間）60 分×３回コース 

必要物品：スマホ、Wifi 環境 

２９ 
ワードを使って、 

「♡本当に簡単な文書♡」を作成しましょう！ 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）簡単な文書を一緒に楽しく作成しましょう。 

（講師）包括職員 （所要時間）60 分 

必要物品：ワードがインストールされているパソコンとマウス 

３０ 折り紙でバラを折ろう 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）１枚の紙でバラを折りましょう。 

（講師）包括職員 （所要時間）９０分 

必要物品：折り紙 
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３１ 簡単おやつ講座 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）みたらし団子やくずもちなどみんなで作って楽しもう。 

（講師）包括職員、社協職員 （所要時間）６０分 

必要物品：材料 

３２ 
昔の歌謡曲や童謡などを聴いて 

若かりし頃の事を語り合おう 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）昔の歌謡曲や動揺などを聞いたり歌ったりして、恋ばななど青春時代のことを 

思い出しみんなで語り合おう。 

（講師）包括職員 （所要時間）６０分 

必要物品：ＣＤプレーヤー、ＣＤ（昔の） 

人数制限：１０人程度 

３３ 
脳も体もリフレッシュ！！ 

～イスに座ってできる脳トレ体操～ 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）椅子に座ってどこでもできる体操です。脳も体も活性化させましょう。 

（講師）包括職員 （所要時間）60 分 

必要物品：動きやすい服装、水分補給できるもの、タオル 

人数制限：密にならないような会場で。 

３４ 
高齢者の歌の効果 

～さまざまな歌を通して～ 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）ピアノ演奏で、童謡・クラシックなどさまざまな歌を通して癒しの時間を過ごしましょう。 

（講師）有志の方 （所要時間）ご希望の時間 

必要物品：ピアノ 

３５ 皆様（対象の方）に合った施設選びについて 
北部（福富・豊栄・河内） 
地域包括支援センター 

（内容）ご利用者様に合った施設選びをご提案します。 

（講師）有志の方 （所要時間）３０～４０分 

必要物品：特になし 



申込みにあたって（開催日の 1 カ月前までにお申し込みください） 

講師の派遣は、各社会福祉施設・関係機関となりますが、お申込みやご相談先は 

社会福祉協議会となります。最寄りの社会福祉協議会にご連絡ください。     

場合により、講師の派遣先担当者と直接、詳細について打ち合わせや調整をしてい

ただくことがあります。 

  

新型コロナウイルス感染症への対応などについて 

講座を実施する際は、「３密回避」などの感染症拡大防止の徹底をお願いします。 

また、次のことにあらかじめご了承ください。 

①派遣先によっては、利用者の感染拡大防止のため、職員の派遣ができない場合が 

 あります。 

②開催する会場によって「３密回避」などが難しい場合は、場所変更のお願いや人数 

 制限をさせていただく場合があります。 

③県内や市内において、感染症拡大の状況によっては、申込受付をした講座の延期・ 

 中止する場合があります。 

 

 

 

 

１．申し込み

メニューの中から、希望する講座を選び「申込書」に記
入する。※開催1カ月前にはお申し込みください。

２．講師との調整（社協が行います）

「申込書」の内容を元に社協で派遣先の事業所と日時や
内容について調整を行い申込者に連絡します。

３．打合せ（申込者が行います）

内容や、日時が決まったら、詳細や準備物などについて
申込者と講師で打ち合わせをお願いします



地域出前講座 （北部ＳＵＮ町版） 申込書 

申込日 年        月         日 

申込者 

【団体名】 

【代表者】               【当日責任者】 

ＴＥＬ 
 

ＦＡＸ 
 

Ｅ-maiｌ   ＠ 

希望する講座 
番 号 テーマ 

特に聞きたい点 

 

開催日 

第１希望    月     日（   曜日）      時     分～     時      分 

第２希望    月     日（   曜日）      時     分～     時      分 

開催場所 

名 称 

住 所 

参加予定人数               人 

準備可能機材 

※申込者側で準備できる

機材に〇をつけて下さい 

椅 子  ・  机  ・  スクリーン  ・  プロジェクター 

備 考 
 

 

 

 

 

 

【ＦＡＸ送付先】東広島市社会福祉協議会  

福富支所   ０８２-４３５-２０９８ 

豊栄支所   ０８２-４３２-２１４５ 

河内支所   ０８２-４３７-０２８１ 



 

 

 

 

【福富】 

特別養護老人ホーム 神郷の家 

グループホーム サンハートホーム 

小規模多機能ホーム ふくとみ 

【豊栄】 

特別養護老人ホーム 豊邑苑 

小規模多機能型居宅介護支援事業所 能良の里 

グループホーム ふぁみりぃ豊栄 

【河内】 

特別養護老人ホーム 大仙園 

介護老人保健施設 葵の園・広島空港 

グループホーム ジューンベリーの家 

小規模多機能ホーム みのりの里河内 

 

 

東広島市社会福祉協議会（福富・豊栄・河内） 

東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援センター 
 

 

 

 

 

 

 

【申し込み先】 東広島市社会福祉協議会  

（福富支所） TEL 082-435-2247 FAX 082-435-2098 

（豊栄支所） TEL 082-432-2083 FAX 082-432-2145 

（河内支所） TEL 082-420-7011 FAX 082-437-0281 

福富ダム 

豊栄のオオサンショウウオ 

河内の鮎 

「北部ＳＵＮ町つながるＢｏｏｋ」 作成協力機関 

メニューブックおよび申込み用

紙は社協ホームページからも

ダウンロードできます。 

QR コードをご活用ください 

https://3.bp.blogspot.com/-H_ARAHKBFWQ/UYiN2CzBcmI/AAAAAAAARUA/7OlQKQpRAYQ/s800/dam.png
https://3.bp.blogspot.com/-moRMCxD1Izo/UnyFwgRhwSI/AAAAAAAAaTg/ZJ6OeR8hmXQ/s800/fish_oosansyouuo.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


