
 

 

 

 

 

 

 

香川県グループホーム・ 

小規模多機能連絡協議会 
 

平成 25年度 第 1回総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
日 時：平成 25年 5月 14日(火) 

 
場 所：特別養護老人ホーム 紅山荘 



香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会

備　考
平成24年

4月9日 会計監査 監事・事務局

4月24日 第1回理事会 於：高松国際ホテル

第1回総会・情報交換会

7月16日 第1回研修会（実践発表） 於：高松国際ホテル

『寄り添うこころ～死とどう向き合うか～』

講師：アルフォンス・デーケン氏

7月25日 平成24年度第1回香川県認知症対応型 県委託事業

サービス事業管理者研修

講師：公益社団法人 日本認知症グループホーム協会

　　　　副代表理事　岩尾　貢　先生

8月20日 「紅山の夕べ」ご招待 於：紅山荘

9月19日 県委託事業

　　～20日 作成担当者研修

講師：社会福祉法人恵仁福祉協会

　　　　高齢者総合福祉施設　アザレアンさなだ

　　　　常務理事・総合施設長　宮島　渡 先生

9月30日 第9回四国交流フォーラム 愛媛県にて開催

テーマ 『すべての笑顔のために』

平成25年

2月12日 第2回理事会

2月15日 第2回研修会 於：オークラホテル丸亀

『高齢者虐待の未然防止と家族支援』

講師：認知症介護研究・研修仙台センター

　　　　主任研修研究員　矢吹 知之 先生

『ひもときシートを活用したチームアプローチ』

講師：社会福祉法人　幸清会

　　　　特別養護老人ホーム　幸豊ハイツ

　　　　理事長　大久保　幸積　先生

3月7日 合同委員会

3月13日 平成24年度第2回香川県認知症対応型 県委託事業

サービス事業管理者研修

講師：公益社団法人 日本認知症グループホーム協会

　　　　副代表理事　岩尾　貢　先生

3月27日 第３回理事会 於：高松国際ホテル

第２回総会

平成24年度 事業報告

事　　業　　内　　容

平成24年度香川県小規模多機能型サービス等計画



任期：平成25年度・26年度

今田　律子 兼間　達郎 （西春日GH）

佐藤　太彦

委員長　　岩田 忠明 （GHこすもす）

副委員長　河野 祐介 （GHオアシス香西）

篠原　康代 小野香代子 （ＧＨやすらぎの家きやま）

高木　渉　 川田　将弘 （GHみかんの花）

西尾　勇哉 坂井　恭一 （川津の家・新浜の家） （GHアダージォ泉）

西山紀美代 高橋　幸裕 （GHスマイル） （GHあすか）

松井　昭雄 立川　伸子 （GHネムの木） (高齢者GHプレスマン）

渡邉　哲江 永町ゆきの （ﾘｰﾗの家“しこく”） （GH北のおひさま）

　　　森　　緑　 （GHかりんの郷） （冨士GHほほえみ）

永町ゆきの （ﾘｰﾗの家“しこく”）

ＴＥＬ：０８７７－６３－１０１０
ＦＡＸ：０８７７－６３－０１０１

藤田　理恵

（GH春風荘）

（GHほととぎす）

委員長・副委員長 委員長　舩橋　繁樹 （GHたんぽぽ） 委員長　安藤　芳徳 （GHせとの家）

宇高　哲雄

木田　千草

長池　逸子

（GHやまもと）

（ＧＨ城下町）

藤田周一郎

会　　　長
鎌 倉　伊 都 夫

（紅山荘）

（GHクレパス） （GHやすらぎの家きやま）

泉　弘文　

島崎　信行 （GHほととぎす）

研　　　　修 広　　　　報

副部長

（ＧＨひがん）

（ＧＨ仙遊荘）

（GHたまもよし）

（GHなごみ）

佐藤　義則

部長

（ﾘｰﾗの家“やしま”）

（GHなごみ）

e-mail ：senju-2@fork.ocn.ne.jp

委　　　員

※委員会の計画、活動内容については、事前に事務局までお申し出下さい。

（ＧＨたまもよし）

ＧＨクレパス（千手苑内）【事務局】

（氏名50音順）

赤澤　浩子

穴吹とよ子

（幸楽苑）

（GH愛の里）

（GH青い鳥）

副　会　長

（GH暖暖）

新名　文明
（GHらく楽一宮）

小畑　陽理 （GH高瀬）

総　　　　務

香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会 委員会名簿

監　　事

岡部　壽子 永井　智恵子
池田　繁樹

北地佐代子北地佐代子 （GH暖暖）

國村　茂樹



香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会    

ホームページからのリンクについてホームページからのリンクについてホームページからのリンクについてホームページからのリンクについて    
 

 香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会では、広報活動

の一環としてホームページを開設しております。このたび、ホーム

ページ内の会員名簿より会員事業所様のホームページへのリンク機

能を設けることとなりました。 

つきましては、協議会ホームページからのリンクを希望される事

業所様は、下記にご記入の上、5月 31日（金）までに事務局までご

返送いただきますようお願い致します。 

 

広報委員会 
事 務 局 

                      

 

香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会 

（事務局）グループホーム クレパス 行 

FAX：０８７７－６３－０１０１ 

 

事業所名  

連絡先 

（住所） 
 

電話番号  担当者  

ホームページ 

アドレス 

（希望する 

 リンンク先） 

 

 

締 切：平成２５年５月３１日（金） 



平成 25年 5月吉日 
香川県グループホーム・ 
小規模多機能連絡協議会 

会 員 各 位 
 

香川県グループホーム・ 
小規模多機能連絡協議会 
会長 鎌 倉 伊 都 夫 

 

平成平成平成平成 25252525年度年度年度年度    年会費の納入年会費の納入年会費の納入年会費の納入についてについてについてについて（お願い）（お願い）（お願い）（お願い）    
 

 本会事業の推進につきましては、日頃より御協力をいただき感謝申し上げ
ます。 
つきましては、平成 25年度の会費を下記口座へ ５月３１５月３１５月３１５月３１日日日日（金（金（金（金））））    迄に

お振込み下さいますようお願い申し上げます。 
 

記 

年会費：グループホーム 

ユニット単位 １ユニット×１０,０００円 
 

         小規模多機能型居宅介護 

           事業所単位  １事業所 ×１２,０００円 
 

会則会則会則会則    第７条（法人が複数の事業所を持っている場合については第７条（法人が複数の事業所を持っている場合については第７条（法人が複数の事業所を持っている場合については第７条（法人が複数の事業所を持っている場合については    
全事業所が加入要件となります）全事業所が加入要件となります）全事業所が加入要件となります）全事業所が加入要件となります）    

    
    

振込先：百十四銀行 飯山支店（普通）№０５９９４０２ 

香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会 

会長 鎌倉
かまくら

 伊都夫
い つ お

 
   
※ 振込み手数料は、貴事業所にて御負担くださいますようお願い 

いたします。 
 
 

このご案内と行き違いにお支払いいただいております場合は何卒ご容赦

の程お願い申し上げます。 

 

 

香川県グループホーム香川県グループホーム香川県グループホーム香川県グループホーム・・・・    
小規模多機能連絡小規模多機能連絡小規模多機能連絡小規模多機能連絡協議協議協議協議会会会会    
（事務局）グループホームクレパス 
〒765-0032善通寺市原田町 1486-3(千手苑内) 

TEL.0877-63-1010/FAX.0877-63-0101 



いたします。

１．会員名(連絡先） ２．事業所住所 ３．電話・FAX番号

４．ユニット数 ５．定員数 ６．その他

↓ 上記の内容を下記の内容に変更いたします。

送付先：香川県グループホーム・小規模多機能連絡協議会事務局
　グループホームクレパス (千手苑内）

電話．０８７７－６３－１０１０(代） FAX．０８７７－６３－０１０１FAX．０８７７－６３－０１０１FAX．０８７７－６３－０１０１FAX．０８７７－６３－０１０１

変更届出日　平成　　　　年　　　　月　　　　日

　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当者（　　　　　　　　　　　　　　　）

変更事項番号

下記１～６の事項について、入会時に登録された内容と変更があった場合には

変更事項に○を入れ、変更後の内容をご記入し、事務局までご送信をお願い

変　　更　　後　　内　　容　

香川県グループホーム・香川県グループホーム・香川県グループホーム・香川県グループホーム・
小規模多機能連絡協議会 変更届小規模多機能連絡協議会 変更届小規模多機能連絡協議会 変更届小規模多機能連絡協議会 変更届

香 川 県 グ ル ー プ ホ ー ム ・
小 規 模 多 機 能 連 絡 協 議 会

会 長 鎌 倉 伊 都 夫 殿

変　　更　　前　　内　　容　変更事項番号


