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第 1６回 ケアマネジメント群馬フォーラム in 西毛 
（一般社団法人 日本介護支援専門員協会 北関東ブロック研修） 

 

日 時 ： 令和 元年１１月 2３日（土・祝）  １０時～16 時 25 分 

場 所 ： 舌切雀のお宿 磯部ガーデン  

〒379-0127 群馬県安中市磯部 1-12-5 

ＴＥＬ 027-385-0085 

 

 

 

 

 

 

 

大会長：須藤 英仁（群馬県医師会会長・医療法人済恵会 理事長） 

主 催：一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会（会長 大澤 誠） 

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 北関東ブロック 

後 援：群馬県・安中市 （群馬県社会福祉協議会 その他関連団体） 

参加費：＜会員・賛助会員＞ ２,０００円（賛助会員はチケット提出が必要です） 

＜会員外＞     ８,０００円 

 

＜はじめに＞ 

 平成１６年度から始まった「ケアマネジメント群馬フォーラム」は、今や群馬県のケアマネジメント

における学術研修の場として、また交流の場として非常に重要かつ有用なイベントとして定着しており、 

県内外からも注目されております。 

 ケアマネジメント群馬フォーラムは県内 3 ブロック（北･中毛、東毛、西毛）で持ちまわり開催して

おり、令和元年度の第 1６回大会は西毛ブロックが主管となります。 

開催場所は安中市の磯部ガーデンを会場として開催することといたしました。 

 

＜ケアマネジメント群馬フォーラムとは＞ 

①学術研修の場です 

ケアマネジメント実践に関する総合的かつ横断的な話題や最新の知識を学ぶこと、そして事例の検討 

などを通して、介護支援専門員個々の資質やスキルの向上を図ることを最大の目的とします。 

②交流の場です 

フォーラムは、主管ブロック内での緊密な連携を起点とした協働に始まり、県内全体の交流の場へと

つながっています。 

③多（他）職種協働を進めるための啓発の場です 

名実ともに、多職種協働の要はケアマネジャーといえます。他職種の参加を得て、ケアマネジメント

や多職種協働チームケアの重要性の啓発を図っていくことも重要な目的です。 

≪  大 会 テ ー マ  ≫ 

「令和に飛躍する夢のケアマネジメント」 

～笑顔で過ごせる社会をめざして～ 
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タイムテーブル（予定） 

09：15  開場・受付開始 

10：00  開会式（来賓挨拶等） 

10：20  基調講演 【80 分】 

演題 『平成で生まれ育った介護・令和で夢を語る』 

講師：須藤 英仁 先生 （群馬県医師会会長・医療法人済恵会 理事長） 

11：40   休憩・会場移動 

12：00   ランチョンセミナー 【50 分】（3 会場） 

① 演題（仮）「在宅医療と漢方薬」 （株）ツムラ共催 

講師：小黒 佳代子 先生 （株）ファーマ・プラス 専務取締役 

（在宅療養支援認定薬剤師） 

② 演題（仮）「認知症と鑑別すべき疾患としの対応」エーザイ（株）共催 

講師：東海林 幹夫 先生  公益財団法人 老年病研究所附属病院 医師 

③ 演題（仮）「排尿ケアについて」（株）大塚製薬工場 共催 

講師：未定 

12：50   移動・休憩・コーヒータイム 【20 分】 

※各会場へ移動 

13：10   分科会セッション 【90 分】（６会場） 

① スキルアップ研修「話し合いの進め方とゴールの設定の仕方」 大石 尚 様 

② 講演「笑顔を引き出すポジティブケアマネジメント」 内田 陽子 様 

③ 笑顔の事例検討会 群馬方式 居宅版 

④ 笑顔の事例検討会 群馬方式 施設版 

⑤ ＡＣＰ研修「もしばなゲーム」  菅野 圭一 様 

⑥ スキルアップ研修「フレイルの捉え方とその対応について」 篠原 智行様  

14：40  移動・休憩・コーヒータイム 【20 分】 

※メイン会場へ移動 

15：00  養護老人ホーム：軽費老人ホームについて 【10 分】 

東光園 施設長 田島 加恵子 様 

ケアハウス グリーンハイツ 施設長 須藤 茂子 様 

15：10  フォーラム大会長と群馬県介護支援専門員協会会長による対談（予定） 

15：40 「大抽選会」 ※参加証番号で抽選します。必ず参加証を手元に用意してください。 

16：10  閉会式 大会長挨拶＆次期大会長への引継ぎ式 

16：25  終了 

17：30  懇親会    

 

 

プ ロ グ ラ ム 
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大会参加申し込み要領 

【 内容 】 

ケアマネジメント群馬フォーラムも回を重ねて今年で 16 回目となりました。 

西毛ブロック主管で行われる今回のテーマは、『令和に飛躍する夢のケアマネジメント』とし、サブ

テーマを「～笑顔で過ごせる社会を目指して～」としました。元号が変わった今年度、制度施行から

20 年を迎える今だからこそ、介護保険制度におけるケアマネジャーの役割やケアマネジメント業務に

ついて学び、語ることで本来の業務やあるべき姿を振り返るとともに将来に向けた視野を広げることで

利用者、家族、医療・介護関係者、ケアマネジャーなど、関係するすべての人が明るく笑顔で過ごせる

社会を構築するための一端となるように。という思いがこもっています。 

午前中は、大会長であり群馬県医師会会長である須藤英仁先生より、20 年間往診をしてきた患者さ

んのご家族の思いを通し、ケアマネジャーに求められる資質などについて、医師の立場からケアマネジ

ャーの皆様・市民の皆様に向けた講演を予定しております。 

午後は、株式会社ツムラ様、エーザイ株式会社様、株式会社大塚製薬工場様のご協力により、昼食を

とりながらランチョンセミナーを 3 会場で開催します。分科会セッションは、6 会場を用意し、参加型

の研修も企画しております。そして閉会式前の大抽選会で、ご参加者の誰かが大きな笑顔になります。 

 

【申し込み方法】 

 別紙の参加申込書に必要事項記入し、下記問い合わせ先へファックス若しくは郵送してください。 

※ 毎年、記載内容の不備、ファックス番号の間違い、送信面の間違い等により、受付けできない 

  事態が発生しています。お申込みの際には再確認し、十分注意してください。 

 

【参加証の交付】 

 お申込みいただいた方には、参加締め切り後に参加証をお送りいたします。 

※ 申し込みをしたものの、参加証が 11 月 10 日までに届かない方は、下記問い合わせ先まで 

  必ずご連絡ください。 

 大会当日は必ず持参し、受付時に提示してください。 

受付で参加証の提示がない場合、入場できなくなる場合もありますので十分ご注意ください。 

 

【当日の受付方法】 

① 受付は支部単位となります。受付にて参加費・懇親会参加費（希望の方）を徴収します。 

（受付時の混乱を避けるため、おつりが無いようご協力お願いします。） 

② ランチョンセミナー・分科会については別に受付を用意します。希望される会場の整理券を受け取って

ください。※各会場定員がありますので、早めの受付をお勧めします。 

 

【書籍販売・その他】 

 書籍販売を行います。介護・医療・福祉関係の関連書籍をはじめ数多くの取り揃える予定です。 

実際に手に取り、内容を確認できる貴重な機会ですので、是非、足をお運びください。 

 フォーラム参加者は、無料で温泉にお入りいただけます。タオル等の必要物品はご持参ください。 

 

 

 ≪問い合わせ先≫  一般社団法人群馬県介護支援専門員協会 事務局内 フォーラム実行委員会 

〒371-8525  前橋市新前橋町１３－１２ 

TEL 027-255-6226    FAX 027-255-6173   担当：新井 
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第 16 回 ケアマネジメント群⾺フォーラム in ⻄⽑ 
宿泊のご案内 

⽇頃のお疲れを、磯部温泉で癒しませんか？ 
                  ご希望の⽅は、下記料⾦表を御参考にしていただき、 
                  ⼀般社団法⼈ 群⾺県介護⽀援専⾨員協会のホームページ 
                   http://caremane-gunma.com/380/から、フォーラム宿泊者 

専⽤フォームにてお申し込みください。 
※「⼀般社団法⼈群⾺県介護⽀援専⾨員協会」で検索 
下記 QR コードからもお申し込みできます。  

                  キャンセル料⾦は 3 ⽇前から発⽣しますのでご注意ください。 
 
                   宿泊申し込み専⽤ QR コード 
 
 

【宿泊申込に関してのお問合せ】 

                  介護⽼⼈保健施設めぐみ ⼤澤 ☎027-382-5951 

                  ※平⽇の 9 時〜18 時にお問い合わせください。 

《宿泊代⾦》 ※消費税 10％適応 楽⽔館（10・12 畳和室）利⽤ 

            チェックイン：１５時以降 チェックアウト：１０時 
11 ⽉ 22 ⽇（⾦）前⽇宿泊 

宿泊料⾦（１泊朝⾷） ⾦額（１名様） 

  ４名以上１室利⽤ 6,750 
  ３名１室利⽤ 7,850 
  ２名１室利⽤ 8,950 

 
11 ⽉ 23 ⽇（⼟）当⽇宿泊 

宿泊料⾦（１泊朝⾷） ⾦額（１名様） 

  ４名以上１室利⽤ 10,050 
  ３名１室利⽤ 11,150 
  ２名１室利⽤ 12,250 

 
 
 
 

 

宿泊料⾦（１泊 2 ⾷） ⾦額（１名様） 

  ４名以上１室利⽤ 12,250 
  ３名１室利⽤ 13,350 
  ２名１室利⽤ 14,450 

宿泊料⾦（１泊 2 ⾷） ⾦額（１名様） 

  ４名以上１室利⽤ 15,550 
  ３名１室利⽤ 16,650 
  ２名１室利⽤ 17,750 

舌切雀のお宿 磯部ガーデン 

〒379-0127 群⾺県安中市磯部 1-12-5 

【TEL】027-385-0085 【FAX】027-385-0055 
http://www.isobesuzume.co.jp/ 


