
にし
事業所ねっとわーく

（空から見た西区）

西区内では，地域の介護保険事業所，医療機関，

福祉施設などがネットワークを組んで，地域の

健康づくりや生活支援に協力する取組みが増え

ています！！

西区内各ネットワーク代表連絡先

★にしいちよかねっと
　第1圏域
（愛宕、愛宕浜、能古、姪北校区）
＜代表連絡先＞
ミニデイサービスひまわりの家　伊集院
　　電話：092- 892-0510

★西ニコ！（^ ）^！ネット
　第2圏域
（内浜、福重、姪浜校区）
＜代表連絡先＞
　新室見介護支援センター　桑野
　　電話：092- 891-4043

★参の会
　第3圏域
（愛宕、愛宕浜、能古、姪北校区）
＜代表連絡先＞
ミネマツ薬局上山門店　前地
　　電話：092-883-0113

★金武校区よかネット
　第4圏域
（金武校区）
＜代表連絡先＞
（福）飯盛会　簡牛
　　電話：092 -892-2331

★西第4，7地域医療福祉ネットワーク
　第4、第7圏域
（壱岐南、金武、壱岐、壱岐東校区）
＜代表連絡先＞
　村上華林堂病院　北野
　　電話：092-811-3331

★介護ネットワーク西部
　第5圏域
（今宿、今津、北崎、玄洋校区）
＜代表連絡先＞
　デイサービスkukuna　池
　　電話：092-407-3702

★ろくさぽ
　第6圏域
（下山門、石丸校区）
＜代表連絡先＞
　福岡和仁会病院　出田
　　電話：092-891-7621

★壱岐校区高齢者等の地域ケアを
考える会

　第7圏域（壱岐校区）
　＜代表連絡先＞
リハモール福岡　稲田
　　電話：092-812-3811

★だんらんネットワーク西部
　第8圏域
（周船寺、元岡、西都校区）
＜代表連絡先＞
　特別養護老人ホーム 美の里 松田
　　電話：092 -807-3366

ねっとわーくの活用をご検討の

住民・団体の方、また取り組みへ

の参加をご希望の事業所は、所在

の圏域・校区の上記各ネットワー

クにお問い合わせください。
発行元
にし事業所ねっとわーく 有志
西区保健福祉センター 地域保健福祉課
西区社会福祉協議会



 『にしいちよかねっと』
校区：愛宕、愛宕浜、能古、姪北
取組み：
①サロン・老人会などで認知症
予防や介護予防等健康維持
のための予防体操の指導
②サロンやカフェでの健康・介
護・福祉に関する相談
③校区行事のお手伝い
④子どもや高齢者の見守り
⑤小学校や公民館での認知症
サポーター養成講座

 『西ニコ!(^^)!ネット』
校区：内浜､福重､姪浜
取組み：
①認知症サポーター(キッズ)養成
講座の開催や協力
②ＲＵＮ伴+参加
③西ニコネット交流事業「楽しく
学ぶ事例検討会
　外部講師を招聘して多職種に
よる定例学習会開催

『参の会』
校区：城原、西陵
取組み：
①校区カフェへの参加
　（よかトレ体操、お薬相談、手
品、健康Q&A、福祉用具展
示・体験等）
②RUN伴＋への参加
③校区小学校での認知症サ
ポーター養成講座、福祉授業
への協力

 『金武校区よかネット』
校区：金武
取組み：
①オール金武＝住民・介護事業
所・医療機関等で、地域を支
える活動を推進
②災害に備えたオール金武での
連携づくり
③校区および介護事業所等の
催しへの参加、協力
④研修の企画と運営

どんなことをしているの？活 動 内 容

☆認知症サポーター・キッズサポーター養成講座

　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、
偏見を持たずに認知症の人やご家族を温かい目で
見守る「応援者」です。
　地域の認知症サポーターを増やすため、地域や
小中学校でのサポーター養成講座に各ネットワー
クからの講師として、認知症キャラバンメイトが活
動しています。

☆ふれあいサロン・地域カフェ

　公民館や集会所などで開催されているサロ
ンやカフェなどの催しに、各ネットワークから
体操や講話、介護予防など得意分野を活かした
演目で参加をしています。

☆RUN伴＋

　RUN伴（ランとも）とは、認知症の人や家族、医療介護
関係者、一般の人が交流出来る全国的なイベントです。
　「非日常な」出会い・気づきから、認知症に対する認
識を変え、一緒に誰もが暮らしやすい地域づくりを提
案し、それぞれの「日常」が変わっていくことを目指し
ています。

☆災害協力

　災害時に地域の事業者がどんなお役に立てるかを、地域住民の皆様と
ともに考え、要支援者避難の訓練などに取り組んでいます。

☆医療・介護・お薬・福祉用具など専門分野の相談会や研修会

　地域のご要望に応じて、ネットワークの様々な専門職が地域に出向いて
啓発と課題解決に取り組んでいます。

☆様々な地域活動のお手伝い

　地域のお祭りや清掃活動への参加など、地域と「顔が見える関係」「声を
掛け合える関係」を作るべく、専門分野の枠を超えて活動しています。

にし事業所ねっとわーくとは？

　「にし事業所ねっとわーく」では、誰もが住み慣れたところで、自分らしい暮らしを、

永く続けるための力になりたいと考えています。

　健康で安心できる街を地域の皆様と一緒に築くために、医療・介護・福祉等の専門

事業所が、地域包括ケアシステム（＊）を担う一員として、地域ごとにあるいは地域を

またいで横断的に連携して活動しています。

　医療や介護、介護予防などの専門分野から、住まいや生活支援など生活に密着し

たことまで、多種多様な事業所が一体的に切れ目なく、地域の自主性や主体性に

沿ってお手伝いできることを目指しています。

　支援が必要な地域の課題や私たちの専門知識・施設設備などがお役に立ちそう

なことがあれば、何でもお気軽にお声かけください。

　私たちも「なにかできることはないか」と考えて準備しておりますので、同じ地域

の事業所を、顔の見える身近な社会資源として活用していただければ幸いです。

　ねっとわーくでは一緒に活動する仲間を募集しております。

単独の事業所ではなかなか出来ないことも、ねっとわーくで共に取り組めば助け合

いながら行うことが出来ます。

　地域の役に立ちたくても機会やきっかけが見つからなかった事業所様、西区では

すべての地域にネットワークが立ち上がっています。

ご連絡をお待ちしております！

＜地域の事業所様へ＞

（＊）地域包括ケアシステムとは
「高齢者の尊厳の保持」と「自立生活の支援」を目的として、重度な要介護状態と
なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。

『西第4.7地域医療福祉ネットワーク』
校区：壱岐南、金武、壱岐、壱岐東
取組み：
①研修会開催
②「ふら～っとカフェ壱岐南」の
運営支援、健康相談、送迎
③生活支援ボランティアグルー
プ「壱岐南校区てつだい隊」
④ふれあいサロンの講座、送迎
⑤認知症サポーター養成講座、
福祉体験、職場体験
⑥地域行事の手伝い

 『介護ネットワーク西部』
校区：今宿、今津、北崎、玄洋
取組み：
①公民館、小学校等での認知症
サポーター養成講座
②公民館カフェでの脳トレ体操
③自治会サロンでの介護予防
教室等
④認知症啓発活動（ラン伴＋等）
⑤地域との防災協力
⑥各種研修・勉強会開催

『ろくさぽ』
校区：下山門、石丸
取組み：
　地域と一体となって専門職の
強みを活かし、「出来ることか
らサポートします！」
①認知症サポーター養成講座
　（小学生～大人）
②カフェやふれあいサロンへの
専門職派遣
③校区行事への人的支援
④小学校での福祉事業　など

 『壱岐校区高齢者等の　
 　地域ケアを考える会』
校区：壱岐
取組み：
“地域が必要としている支援を行
う！”をコンセプトに、地域住民の
声を聴きながら活動しています。
①公民館等でのふれあいサロン支援
②町内の夏祭りのお手伝い
③認知症の啓発活動として地域
住民と共に行方不明者の捜索
模擬訓練実施

校区：周船寺、元岡、西都
取組み：
①買い物支援、会食会送迎
②サロン等への体操講師派遣
③認知症サポーター養成講座

④校区行事のお手伝い（要支援者避難訓
練、認知症行方不明者捜索、声かけ訓練等）
⑤認知症啓発活動

『だんらんネットワーク西部』

※その他地域のお困りごとやご要望のお応え
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　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、
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　公民館や集会所などで開催されているサロ
ンやカフェなどの催しに、各ネットワークから
体操や講話、介護予防など得意分野を活かした
演目で参加をしています。
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名称：『介護ネットワーク西部』
校区：今宿，今津，北崎，玄洋

名称：『にしいちよかねっと』
校区：愛宕，愛宕浜，能古，姪北

名称：『西ニコ！（^^）！ネット』
校区：内浜，福重，姪浜

名称：『西第4.7地域医療福祉ネットワーク』
校区：壱岐南，金武，壱岐，壱岐東
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にし事業所ねっとわーくとは？

「にし事業所ねっとわーく」では、誰もが住み慣れたところで、自分らしい暮らしを、

永く続けるための力になりたいと考えています。

　健康で安心できる街を地域の皆様と一緒に築くために、医療・介護・福祉等の専門

事業所が、地域包括ケアシステム（＊）を担う一員として、地域ごとにあるいは地域を

またいで横断的に連携して活動しています。

　医療や介護、介護予防などの専門分野から、住まいや生活支援など生活に密着し

たことまで、多種多様な事業所が一体的に切れ目なく、地域の自主性や主体性に

沿ってお手伝いできることを目指しています。

　支援が必要な地域の課題や私たちの専門知識・施設設備などがお役に立ちそう

なことがあれば、何でもお気軽にお声かけください。

私たちも「なにかできることはないか」と考えて準備しておりますので、同じ地域

の事業所を、顔の見える身近な社会資源として活用していただければ幸いです。

　ねっとわーくでは一緒に活動する仲間を募集しております。

単独の事業所ではなかなか出来ないことも、ねっとわーくで共に取り組めば助け合

いながら行うことが出来ます。

　地域の役に立ちたくても機会やきっかけが見つからなかった事業所様、西区では

すべての地域にネットワークが立ち上がっています。

ご連絡をお待ちしております！

＜地域の事業所様へ＞

（＊）地域包括ケアシステムとは
「高齢者の尊厳の保持」と「自立生活の支援」を目的として、重度な要介護状態と
なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組み。

『西第4.7地域医療福祉ネットワーク』
校区：壱岐南、金武、壱岐、壱岐東
取組み：
①研修会開催
②「ふら～っとカフェ壱岐南」の
運営支援、健康相談、送迎
③生活支援ボランティアグルー
プ「壱岐南校区てつだい隊」
④ふれあいサロンの講座、送迎
⑤認知症サポーター養成講座、
福祉体験、職場体験
⑥地域行事の手伝い

『介護ネットワーク西部』
校区：今宿、今津、北崎、玄洋
取組み：
①公民館、小学校等での認知症
サポーター養成講座
②公民館カフェでの脳トレ体操
③自治会サロンでの介護予防
教室等
④認知症啓発活動（ラン伴＋等）
⑤地域との防災協力
⑥各種研修・勉強会開催

『ろくさぽ』
校区：下山門、石丸
取組み：
　地域と一体となって専門職の
強みを活かし、「出来ることか
らサポートします！」
①認知症サポーター養成講座
（小学生～大人）
②カフェやふれあいサロンへの
専門職派遣
③校区行事への人的支援
④小学校での福祉事業　など

『壱岐校区高齢者等の
　地域ケアを考える会』

校区：壱岐
取組み：
“地域が必要としている支援を行
う！”をコンセプトに、地域住民の
声を聴きながら活動しています。
①公民館等でのふれあいサロン支援
②町内の夏祭りのお手伝い
③認知症の啓発活動として地域
住民と共に行方不明者の捜索
模擬訓練実施

校区：周船寺、元岡、西都
取組み：
①買い物支援、会食会送迎
②サロン等への体操講師派遣
③認知症サポーター養成講座

④校区行事のお手伝い（要支援者避難訓
練、認知症行方不明者捜索、声かけ訓練等）
⑤認知症啓発活動

『だんらんネットワーク西部』

※その他地域のお困りごとやご要望のお応え

『にしいちよかねっと』
校区：愛宕、愛宕浜、能古、姪北
取組み：
①サロン・老人会などで認知症
予防や介護予防等健康維持
のための予防体操の指導
②サロンやカフェでの健康・介
護・福祉に関する相談
③校区行事のお手伝い
④子どもや高齢者の見守り
⑤小学校や公民館での認知症
サポーター養成講座

 『西ニコ!(^^)!ネット』
校区：内浜､福重､姪浜
取組み：
①認知症サポーター(キッズ)養成
講座の開催や協力
②ＲＵＮ伴+参加
③西ニコネット交流事業「楽しく
学ぶ事例検討会
　外部講師を招聘して多職種に
よる定例学習会開催

『参の会』
校区：城原、西陵
取組み：
①校区カフェへの参加
　（よかトレ体操、お薬相談、手
品、健康Q&A、福祉用具展
示・体験等）
②RUN伴＋への参加
③校区小学校での認知症サ
ポーター養成講座、福祉授業
への協力

『金武校区よかネット』
校区：金武
取組み：
①オール金武＝住民・介護事業
所・医療機関等で、地域を支
える活動を推進
②災害に備えたオール金武での
連携づくり
③校区および介護事業所等の
催しへの参加、協力
④研修の企画と運営

どんなことをしているの？活 動 内 容

☆認知症サポーター・キッズサポーター養成講座

　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、
偏見を持たずに認知症の人やご家族を温かい目で
見守る「応援者」です。
　地域の認知症サポーターを増やすため、地域や
小中学校でのサポーター養成講座に各ネットワー
クからの講師として、認知症キャラバンメイトが活
動しています。

☆ふれあいサロン・地域カフェ

　公民館や集会所などで開催されているサロ
ンやカフェなどの催しに、各ネットワークから
体操や講話、介護予防など得意分野を活かした
演目で参加をしています。

☆RUN伴＋

RUN伴（ランとも）とは、認知症の人や家族、医療介護
関係者、一般の人が交流出来る全国的なイベントです。
「非日常な」出会い・気づきから、認知症に対する認
識を変え、一緒に誰もが暮らしやすい地域づくりを提
案し、それぞれの「日常」が変わっていくことを目指し
ています。

☆災害協力

　災害時に地域の事業者がどんなお役に立てるかを、地域住民の皆様と
ともに考え、要支援者避難の訓練などに取り組んでいます。

☆医療・介護・お薬・福祉用具など専門分野の相談会や研修会

　地域のご要望に応じて、ネットワークの様々な専門職が地域に出向いて
啓発と課題解決に取り組んでいます。

☆様々な地域活動のお手伝い

　地域のお祭りや清掃活動への参加など、地域と「顔が見える関係」「声を
掛け合える関係」を作るべく、専門分野の枠を超えて活動しています。
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にし
事業所ねっとわーく

（空から見た西区）

西区内では，地域の介護保険事業所，医療機関，

福祉施設などがネットワークを組んで，地域の

健康づくりや生活支援に協力する取組みが増え

ています！！

西区内各ネットワーク代表連絡先

★にしいちよかねっと
第1圏域
　（愛宕、愛宕浜、能古、姪北校区）
＜代表連絡先＞
ミニデイサービスひまわりの家　伊集院
電話：092- 892-0510

★西ニコ！（^ ）^！ネット
第2圏域
　（内浜、福重、姪浜校区）
＜代表連絡先＞
　新室見介護支援センター　桑野
　　電話：092- 891-4043

★参の会
第3圏域
　（城原、西陵校区）
★＜代表連絡先＞
ミネマツ薬局上山門店　前地電
話：092-883-0113

★金武校区よかネット
第4圏域
　（金武校区）
＜代表連絡先＞
　（福）飯盛会　簡牛 
　　電話：092 -892-2331

★西第4，7地域医療福祉ネットワーク
第4、第7圏域
　（壱岐南、金武、壱岐、壱岐東校区）
＜代表連絡先＞
　村上華林堂病院　北野
　　電話：092-811-3331

★介護ネットワーク西部
第5圏域
（今宿、今津、北崎、玄洋校区）
＜代表連絡先＞
　デイサービスkukuna　池
　　電話：092-407-3702

★ろくさぽ
第6圏域
（下山門、石丸校区）
＜代表連絡先＞
　福岡和仁会病院　出田
　　電話：092-891-7621

★壱岐校区高齢者等の地域ケアを
考える会
第7圏域（壱岐校区）
＜代表連絡先＞
リハモール福岡　稲田
電話：092-812-3811

★だんらんネットワーク西部
第8圏域
（周船寺、元岡、西都校区）
＜代表連絡先＞
　特別養護老人ホーム 美の里 松田
　　電話：092 -807-3366

ねっとわーくの活用をご検討の

住民・団体の方、また取り組みへ

の参加をご希望の事業所は、所在

の圏域・校区の上記各ネットワー

クにお問い合わせください。
発行元
にし事業所ねっとわーく 有志
西区保健福祉センター 地域保健福祉課
西区社会福祉協議会




