
皆さま、あけましておめでとうございます。年頭にあたり、ひとこと

ご挨拶申し上げます。

旧年中は、会員の皆さまには大変お世話になり、ありがとうございま

した。心より御礼申し上げます。

昨年の今頃、新型コロナウイルス感染症など対岸の火事であり、オリ

ンピック開催を控え、浮かれた気分でいたことは遠い昔のような気がし

ます。1月16日、国内で第1号の感染者が出てから、2月のダイヤモンド・

プリンセス号内での流行を経て、感染は瞬く間に全国に広がり、群馬県

では、3月7日40代の保育士の女性が県内初めての感染者と確認されました。それ以降、群馬県主導

のもと、各地域において様々な対策が取られてきたことは記憶に新しいところです。

介護支援専門員においても、私の所属する伊勢崎佐波地区だけを例にとっても、4月の住宅型有料

老人ホーム、10月の訪問介護事業所、そして暮れも押し迫っての短期入所施設と次々に大きな嵐に

見舞われ、そのたびに利用者様ならびに自身の感染の危険性を感じただけでなく、通所系ならびに訪

問系のサービスの利用制限を受け、ケアプラン作成に行き詰まる経験を何度もされたことと思います。

またそうしたクラスターが発生するたびに、情報共有の困難さも感じたのではないでしょうか。まさ

に介護と医療の連携、そして確かな情報共有のシステムの充実が求められます。

十二支の二番目で、芽吹きを迎えようとする丑年。過去には、人類初の宇宙飛行や、日本では自民

党から民主党への政権交代、ハイブリッド車のデビューなど革新的な出来事もありました。令和になっ

て初めての丑年、2021年はどんな年になるでしょう。私は今こそ、医療・介護連携を進めるとともに、

地域住民の意識の改革も含め、“地域包括ケアシステム”さらには“地域共生社会”の確立を大きく

前進させるときだと思うのです。

2021年度は新型コロナウイルス感染症による逆風の中で、介護保険法改正及び介護報酬改定の年

です。今回、「ケアマネジメントの有料化」「要介護1・2の方の生活援助の市区町村への移管」「保険

料負担年齢の引き下げ」「利用者の自己負担の増額」などの検討事項が先送りされましたが、今後の

利用者負担増は容易にうかがわれるところです。日本介護支援専門員協会を支えながら、こうした問

題にも取り組んでいかなければなりません。まずは皆でコロナを克服し、その中から数々のイノベー

ションが生まれ、希望に満ちた2021年になることを祈っております。本年もどうぞよろしくお願い

します。

発行：一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会　事務局：群馬県社会福祉総合センター内　〒371-8525前橋市新前橋町13-12　
TEL 027-255-6226　FAX 027-255-6173　E-mail: cmg-gunma@dan.wind.ne.jp　http://www7.wind.ne.jp/caremane_gunma/index.htm
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日本介護支援専門員協会日本介護支援専門員協会
活動報告活動報告

新型コロナウイルス感染拡大以後、日本介護支援専門員協会の活動自体も大幅に制限される
状況となりました。そのような状況の中でも、Zoomなどを使用したオンラインでの会議や研
修が増え少しずつ活動が再開されている状況です。以下、令和2年に行われた会議や研修内容
について報告します。

1．生涯研修体系の運用に関する特別委員会
今年8月より、「生涯学習体系の運用に関する特別委員会」に出席し、研修のあり方や単位認

定のあり方、研修開催企画などについて協議を行っています。介護支援専門員の実務経験年数
などにより、実務者レベルや指導者レベルにおいて6つの研修体系を作り、令和3年度には試
験的に全国規模のオンライン研修開催を行
う予定です。介護支援専門員の職能団体で
介護支援専門員自らが生涯研修体系を通じ
て資質向上などを目指すことで、介護支援
専門員の地位の確立や社会的信用等にも繋
がって行くものではないかと考えておりま
す。来年度には研修案内など皆様のお手元
に届くと思いますので、日本介護支援専門
員協会にも是非、入会いただき、ご自身の
ケアマネジメントの資質向上にご活用頂き
たいと思っております。

2．「居宅介護支援事業所におけるケアマネジメント機能向上に資するOJT・事例検討会実践
に活かす手引き」Zoomを活用した管理者研修

12月5日に、Zoomを活用したオンライン研修として標記の研修が開催されました。全国
から約170名、群馬県内からも7名が受講し、居宅介護支援事業所内のOJTや事例検討会の
手法など学ぶ機会となりました。また、オンライン環境が整わない参加者向けに群馬県では会
場設営を行い、研修受講ができるような環境を整えました。今後も全国の研修参加などで、オ
ンライン参加の環境が整わない方向けに会場参加ができるような取り組みを群馬県介護支援専
門員協会として、できる限り行って行きたいと考えております。

3．北関東ブロック会議
令和2年10月に開催予定であった全国大会は延期をされましたが、今後の北関東ブロック（茨

城、栃木、群馬）の活動についてZoomによるオンライン会議を重ね、令和3年3月にオンラ
インによる北関東ブロック研修を開催することが決定をしました。介護保険制度施行20年を
経過しこれから私たち介護支援専門員がどのような視点で資質向上を目指すべきかを講演や日
本介護支援専門員の活動報告、北関東3県それぞれが主催する分科会などを通じて考える機会
としたいと思っています。

令和3年1月中には、当協会ホームページやメール配信サービスで皆様にお知らせいたします。
会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日本介護支援専門員協会　群馬県支部 　代議員　須田　和也
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理 事 会・委 員 会 報 告理 事 会・委 員 会 報 告

会長　大澤　誠
　現在、理事会はZoomを利用したオンライン開催となっています。私をはじめ、当初戸惑っていた理事
も次第に慣れ、発言も多くなっているように感じます（残念なことは、リアルタイムのときの様に終わって
の情報交換の機会がなくなってしまったことです）。これも新型コロナウイルスの遺産ですが、今後研修な
どもオンラインでの開催やオンデマンドでの配信等増えていくことと思います。また、会員サービスの向上
を考え、国や県からの情報等、会員にとって必要と思われる情報を登録メールに配信する『メール配信サー
ビス』を７月から開始しています。ご活用いただければ幸いです。2021年度の総会は5月29日と決まっ
ております。どういう形の開催になるかは新型コロナウイルス次第ですが、皆様のご参加お待ちしています。

理 事 会

学術研修委員長　菅野　圭一
　皆さん、未だに、というよりいつ収まるかわからない、「コロナ禍」により、緊張した日々をお過ご
しのことと思います。学術研修委員会の活動も、この影響で毎年のケアマネフォーラムをはじめとして、
リアルで皆さんにお会いして行う研修会の企画が軒並み中止となりました。７月からはZoomを利用
した理事会が再開されました。これに伴い、このアイテムを使用した研修会を10月から試験的に細々
と行っています。今後も「やれない、できない」ではなく、「どうしたら安全に無理なくできるか？」
考えながら、この新しいアイテムを使った研修会を本格的に実施しようと考えています。先ずは１月
にZoomを利用したもしバナゲームの試みを行ってみようと思います。

学 術 研 修 委 員 会

広報情報委員長　松本　勝美
　令和2年は新型コロナウイルスの影響により研修会や支部活動が制限され、新型コロナウイルス対
策についても刻々と変化するなか、会員の皆様にどのような情報をケアマネ群馬に掲載し発行したら
よいのかを検討しましたが、結果的に発行に至りませんでした。現在はWEB研修が活発化してきてお
りますので、ケアマネ群馬の定期発行再開に向けて内容の再構築を図ってまいります。ホームページ
では、今まで以上に情報が皆様に届くよう見直しを行っております。これからのケアマネ群馬・ホー
ムページについて皆様からご意見を頂けると有難いです。
　今年も宜しくお願い致します。

広 報 情 報 委 員 会

総務財政担当副会長　松沢　斉
　総務財政委員会では今まで曖昧になっていた定款を補足する「細則」を策定いたしました。一つは会
員および会費に関するもの、一つは支部活動に関するものです。会員に関しては個人の賛助会員と団体
の賛助会員に関する規定を明記し、年度途中で入会した場合の会費の納め方も明記しました。支部活動
に関してはよく言えば自主性に任せてきた、悪く言えば関わりを持ってこなかった支部の活動や在り方
について、協会活動の一部であることや協会に対する報告義務を明記し、支部活動に関する協会の無責
任を廃するものとしました。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために協会の活動がかなり縮小されてしまいました。活動
が活発とは言えない協会の会費を納め続けている会員の皆様には申し訳ない気持ちでいっぱいですが、
来年度も引き続き宜しくお願いします。

総 務 財 政 委 員 会

（2020年2月から12月の活動報告）
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今年度はコロナ禍のため、毎年６月に行っている支部定期総会を書面表決で行い、その後、支部役員で
今年度の研修会等の支部活動について検討しました。その中でまずは感染予防のため大人数で集まること
が難しいので、会員同士のつながりを作るためにメーリングリストを作成することになりました。このメーリン
グリストを使用して、県や市等からの情報を発信したり、また会員同士の日々の業務の中での悩みごとや困り
ごと、不明点等の解決、会員同士の横のつながりの強化等、様々な形で役立てる事が出来ればと思います。

また来年度の介護保険制度の改正を前に、前橋支部では毎回お世話になっている介護福祉ジャーナリス
トの田中 元氏に改正のポイント等についての研修会の開催を予定しています。集合で行うか？ Ｚｏｏｍで行
うか？など詳細は未定ですが、３月の上旬頃の開催を予定しております。正式に決まりましたら改めてご連
絡させていただきますので、もう少々お待ちいただければと思います。

2021年もよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支部長：野中　和英）

2020年は、他の支部や全国でも同様のことと思いますが、新型コロナウイルスの影響にてまともな
活動ができない、今までになかった特殊な年度になってしまいました。

今後の見通しも立たない状況にて、これからどのように活動をしていくのか悩みもがいた1年であり、
試行錯誤しながら今後の種まきをしてはみましたが、芽が出るかはわかりません。

唯一の成功事例としては、他団体と協力しながらではありますが「オンラインでの研修」を実験的に行
い好評だったことが挙げられます。しかし支部単独でそれができるかと言うと難しく、「ｗｅｂカメラ」や「マ
イク」などのオンライン環境が整っていない方がまだまだ多く、こちらの思い描いているオンライン研修（グ
ループワークや事例検討など）を実現できるようになるのは数年後になりそうです。他支部の皆様、1度
オンライン研修に参加してみませんか？ 経験するといろいろと勉強になりますよ。 

（支部長：岡島　真実）

高崎・安中支部の今年度の活動は、新型コロナウイルス感染予防の為に、総会は書面表決とさせてい
ただきました。今年度よりメール配信サービスや群馬県介護支援専門員協会高崎・安中支部のHPを開設し、
会員のケアマネジャーさんの有益になるような情報や研修の案内、多職種からの情報を発信しています。

なかなか大人数での研修会の開催が難しい中、今年度は、オンライン研修で支部研修を行っています。
研修前には、Zoomの使い方講座を開催し、第1回目の研修会は「主任介護支援専門員の助言指導とは
～」と題して、意見交換やグループワークを行いました。残り僅かですが、今年度も、Zoomを使用し
て研修会も企画中です。

来年度はお顔が見られるような研修会をしていきたいと思っていますが、新型コロナウイルスの感染が
落ち着くまでは、Zoomでの開催で、会員の皆様のご意見やご要望をお聞きしながら、研修会の企画を
していきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。

 （支部長：中西　有美子）

支 部 情 報支 部 情 報
前橋支部（手をつなごうケアマネの会）

利根沼田支部（利根沼田介護支援専門員協議会）

高崎安中支部（高崎・安中支部）
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多野藤岡支部は、藤岡市・神流町・上野村で活躍中の会員（約80名）の皆様をはじめ、地域の医療・
保健・福祉関係者や行政の皆様に支えられ、活動を行っております。しかし、今年度につきましては、少
し言い訳がましいですが… コロナ禍ということで支部としての活動が滞っており、皆様には大変ご迷惑を
お掛けしております。通常であれば毎年3～4回の研修会を開催しており、その中でも群馬県認知症疾患
医療センター共催の事例検討会、藤岡多野医師・歯科医師会の先生方や医療関係者との交流を兼ねた研
修会は恒例となっておりました。参加者も年々増えてきていたこともあり非常に残念でなりません。今現在、
withコロナを前提に支部役員一丸となって、何か別の形、方法はないか模索中ではございますが、様々
な分野あるいは関係者の皆様方のご助言等いただきながら、会員の皆様に還元できればと考えておりま
すので、今後とも宜しくお願い致します。 　　　　　　　　　　　　　　　（支部長：関口　将史）

昨年は、年が明けて少しして新型コロナウイルスに日本中が大変な状況に追い込まれました。そんな中、
支部総会は書面評決にて行われました。また、新役員の役員会も感染対策を施しながら開催しました。そ
の中で、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して、コロナ禍におけるケアマネジャー業務等について
アンケート調査を実施してはどうかという声が上がり、アンケート調査を実施しました。結果として多くの課
題があげられました。その課題については、会員間で共有を図るとともに、行政への働きかけをしていくも
のもあり、今後の対応に生かしていく予定です。今年はどのような状況に転じていくか見通しがつきませんが、
状況を見ながら、粛々と私たちに生活の一端を託しておられる利用者のために、自分の身を守りながら、様々
な可能性を探りながら、前を見据えながら進んでいけたらと考えております。　　　　（支部長：岡田　稔）

令和2年度は、新型コロナウイルスと共にスタートをしました。「3密」「ソーシャルディスタンス」「オ
ンライン〇〇」など新しい言葉が次々誕生し、今もマスク生活や自粛生活の日々が続いております。当
支部では、研修会等の開催について県内や管内の状況をみながら検討を重ね、総会については初めて書
面決議を行いました。また、第1回研修会（オンライン研修会・映画上映）「ピア～まちをつなぐもの～」
を、11月11月～17日まで富岡甘楽郡医師会（かぶら在宅医療ネットワークセンター）と共催で実施し、
129名の方にご参加いただき、オンライン研修としての手応えを感じました。1月19日には、第2回研
修会「令和元年台風19号の振り返りと今後の課題」を開催します。今後の支部活動は、感染拡大防止
等の対応を行いながら、新しいスタイルでの活動を模索していきたいと思います。

厳しい状況が続いておりますが、みなさんで乗り切りましょう。　　　　　　　（支部長：萩原　敦子）

新年明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルスに翻弄され続けた一年でした。令和２
年３月に予定し、準備を進めていた東毛四支部合同研修も開催通知発送直前で中止となり、令和２年度になっ
てからは総会（書面評決で年末に実施）並びにその際に同時開催される研修会も未実施となってしまいま
した。更に令和２年秋以降の感染の落ち着き状況を見て「Zoomを利用した研修会」に会員が参加しやす
くなるようにと「Zoom未経験者を対象」としたZoom導入のための研修会を企画しましたが、これまた最
終段階で桐生・みどり支部管内で複数のクラスター発生により開催を延期せざるを得なくなってしまいました。
唯一の活動らしい事は年末に実施した「インターネット環境等に関するアンケート」位でしょうか（このアンケー
トも原稿作成段階では集計中ですが…）。このような状況ではありますが創意工夫をし、会員の皆様に「入っ
て良かった」と思われるような活動を目指したいと考えております。　　　　　　　（支部長：小沼　説雄）

多野藤岡支部（多野藤岡支部）　　

伊勢崎支部（伊勢崎佐波ケアマネジャーの会）

富岡甘楽支部（富岡・甘楽支部）　

桐生支部（ケアマネわたらせの会）
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令和2年は支部活動自粛を余儀なくされた1年間でした。3月に市内1例目の新型コロナウイルス感染
症患者が発生し、12月9日現在で237例を数えています。この事態を重く受け止め、心して日々の業務
に取り組んでいく事を最優先に考えてきました。その結果、会議や研修会を開催することができず、会員
間のコミュニケーションの場を失っていることを大変残念に思っています。「会員のどなたが、どの事業所で、
どの様に活動しているのか分からない」と複数の方からご意見をいただき、昨年度より『支部会員　紹介
冊子（仮称）』の作成に向けて役員会で検討を重ねてきました。会員のタイムリーな情報を会員間の連携
に役立てて頂けるよう皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。令和3年には、オンライン研修や
Zoom会議のノウハウを支部に取り入れ、実施を検討して参りますので、期待していただきたいと思います。
この事業にご協力いただける方は支部事務局までご連絡ください。　　　　　　　（支部長：浅沼　郁子）

邑楽館林支部は館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町、大泉町の1市5町のケアマネジャーで
構成されています。今期は新型コロナウイルスの流行により、定期総会の延期、地域での活動の制限、
縮小など、不測の事態が続いております。令和2年12月10日から17日にかけての3日間、館林邑楽薬
剤師会、館林邑楽在宅医療・介護ネット（たておう在介ネット）との共催で令和2年度「館林邑楽薬剤師
会地域活動」に参加させていただき、館林市役所、邑楽町役場、大泉町役場において感染対策を行った
上で啓蒙活動を行いました。今後も地域で行われる研修会や活動等を通じて、多職種協働への取り組み
に励んで参ります。また、邑楽館林支部においても研修会等を開催できるように準備を進めていきたいと
考えております。　　                                                                          　（支部長：吉田　克也）

令和２年度は、新型コロナウイルスにより生活や様々な活動を自粛する年になり、吾妻支部は定期総会
を書面評決とし、会員の皆様に議案を確認していただきました。月日が流れる中で新型コロナウイルスの
勢いがおさまらず、吾妻支部としての活動がほとんど出来ませんでした。吾妻郡では「看取りのネットワー
ク構築」のための会議を７月から開催しています。ＮＰＯ法人あがつま医療アカデミーが主催し、吾妻郡
内の医療・福祉・行政の関係者が集まって、様々な企画のもと毎月１回のペースで話し合いをしています。
その場に吾妻支部のケアマネジャーも４名が参加しこの会議が有意義なものになるよう取り組んでいます。
令和３年度も新型コロナウイルスの感染状況で活動も変わってきてしまいますが、感染の情勢を見ながら
３月くらいに宿泊研修が出来ればと思っています。感染対策を充分して、GOTOトラベルを利用して実施
するのも一つの方法だと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支部長：田村　広行）

令和２年は、様々な企画が中止になってしまいましたが、オンライン『しぶかわいきいきフェスタ
２０２０』開催中（渋川地区医療介護連携支援センターホームページ）にケアマネジャーの仕事紹介のペー
ジを作りました。覗いてみてください。また、長年恒例になっている地域事業者間交流会も令和３年は
中止します。新しい生活様式の中で、新しい出会いやつながりの強化をどのようなスタイルで行えるの
か模索していきたいと思います。アイデアがあれば、支部役員までお伝えください。令和３年度は、「フ
レイル」をテーマに渋川地区医療・看護・介護連携フォーラムが、６月２７日（日）に渋川公民館・保健
センターにおいて、１１月７日（日）に「認知症」について考える市民公開講座が市民会館で開催され
ます。双方にケアマネ渋川支部として参加予定です。詳細が決まりましたらお知らせしますので、支部
会員の皆さん、ご協力よろしくお願いします。その他、オンライン研修も定着しつつあるので、令和２
年度中止した講演会を企画していきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　（支部長：村上　忠明）

太田支部（ケアマネかなやまの会）

邑楽館林支部（邑楽館林支部）　

吾妻支部（ケアマネ吾妻の会）

渋川支部（渋川圏域支部）
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賛助会員事業所様ご紹介
～日頃のご支援ご協力に、心から感謝申し上げます～

アルフレッサ株式会社　群馬営業部 サムエス株式会社

一般社団法人　群馬県薬剤師会 山育会　ケアプランセンター

一般社団法人　群馬県理学療法士協会 サンヨー株式会社　サンヨー介護

一般社団法人　藤岡多野歯科医師会 社会福祉法人　恵林

医療法人あづま会 社会福祉法人　柏　訪問介護たかつど

医療法人関越中央病院　地域ケアセンター　
ケアマネージステーション 社会福祉法人　神流福祉会　介護老人保健施設かみかわ

医療法人三省会　支援センターほりえ 社会福祉法人　希望館　居宅介護支援事業所

医療法人ふじあく医院　介護老人保健施設ふじあく光荘 社会福祉法人　桐生市社会福祉協議会

医療法人和光会　光病院 社会福祉法人　ことぶき

エフビー介護サービス株式会社  伊勢崎営業所 社会福祉法人　榛東村社会福祉協議会

介護老人保健施設　群馬老人保健センター　陽光苑 社会福祉法人　崇山会　特別養護老人ホーム　サザン小川

株式会社　栗原医療器械店 社会医療法人　鶴谷会　鶴谷病院

株式会社  セリオス 社会福祉法人　同仁会

株式会社  ファーマ・プラス 社会福祉法人　二之沢真福会

株式会社　フィジカルケアサービス 社会福祉法人　ペレンナトリリアム　
特別養護老人ホーム　シェステやまの花

株式会社  プランドゥ 社会福祉法人　ラ・クール　
特別養護老人ホーム　ながめの郷

株式会社　ベルシャイン 関口廣建設株式会社

株式会社　メディコ ソネット株式会社

株式会社　ゆうあいリハビリライフケア たくみ株式会社　アムールタウン高崎

株式会社　レゾナ 中央法規出版（株）東京営業所

関東調理機械株式会社 デイサービス　すがお・太陽の家

居宅介護支援事業所　アミーキ 東洋ケアサービス株式会社

居宅介護支援事業所　なゆた 特別養護老人ホーム　愛老園

桐生市医師会居宅介護支援事業所きりゅう 特別養護老人ホーム　永光荘

桐生見える事例検討会 特別養護老人ホーム　にしきの園

群馬県訪問看護ステーション連絡協議会 富岡市甘楽郡医師会　かぶら在宅療養ネットワーク

群馬県ホームヘルパー協議会 二之沢パナケア介護老人保健施設

ケアサポート　ワンツーワン ニューサンピア株式会社

けやき薬局 認知症予防＆サポート研究所　アンクル

公益社団法人　群馬県歯科医師会 認定ＮＰＯ法人　じゃんけんぽん

公益社団法人　群馬県老人保健施設協会 ベルハース株式会社

公益社団法人　富岡甘楽歯科医師会 美土里福祉会　株式会社

桜苑　メディカルホーム 　 （50音順）
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　皆様、お元気にお過ごしでしょうか？ 昨年より「新型コロナウイルス」に悩まされ、本来の業
務も不安を抱えながら日々対応されていることと思います。私たち広報情報委員会は会報を発行
するために委員会を開催していますが、今年度は一度も開催できずに新年号の発行となってしま
いました。公私共に行事が中止となり家で過ごす時間が増えています。今は外出を控えざるを得
ない状況でありますが、新型コロナウイルスが一日も早く終息することを祈るばかりです。（HK）

編
後
集
記

事務局からのお願い

　会員の皆様には日頃より本会の運営に関しましてご協力を賜り、心よりお礼申し上げます。
　会報誌や研修の情報等が、皆様のお手元にスムーズに届けられますよう、住所変更・勤務先変更のある方は、
必ず「変更届」の提出をお願い致します。
　提出頂けないと、郵便物等お届けできなくなったり、遅れてしまったりする場合があります。
　また、勤務先が変更になった場合、支部が変わる場合がありますので、その都度変更届の提出をお願い致
します。変更届等様式については、群馬県介護支援専門員協会のホームページよりダウンロードができます。
　必要事項をご記入頂き、FAXで送信いただくか、事務局までお問い合わせください。

　一社）群馬県介護支援専門員協会　事務局   (群馬県社会福祉協議会　地域福祉課内)　

　TEL 027－255－6226　   FAX 027－255－6173
 　事務担当：新井

会費登録に変更のある皆様

コラム

　新型コロナウイルス流行と共に今ではほとんどの人が知る存在となった「アマビエ」とはどんな妖怪なの
でしょうか？
　江戸時代後期、肥後の国（熊本県）で毎夜海に光る物が現れ、土地の役人が赴いた所、アマビエと名乗る
ものが出現し、役人に対して「当初より６ヶ年の間は諸国で豊作が続く。しかし同時に疫病が流行するから、
私の姿を描き写した絵を人々に早々に見せよ。」と予言を告げ、海の中へと帰って行った。と当時の瓦版に
書いてあったそうです。
　ではなぜ、江戸時代の妖怪アマビエが今脚光を浴びる事になったのでしょうか？
　それは、2020.2.27妖怪掛け軸専門店の「大蛇堂（おろちどう）」がアマビエ解説と共にイラスト作品を
SNSで投稿した所それに賛同した参加者が「アマビエチャレンジ」としてイラストや漫画等を投稿する動き
が起こりました。
　その後、自粛期間や緊急事態宣言が出されて以後はメディアでも多く取り上げられるようになり「新型コ
ロナウイルス感染拡大の終息」や「再起・復帰」などの想いを込め交通機関や厚生労働省の広報アイコンで
用いるなどされるようになりました。
　コロナ禍で研修や訪問が難しくなっていますが、アマビエの御利益で一日も早く終息すると良いですね。

 （ケアプランかしま：木暮　俊輔）

コロナ禍とアマビエ様
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