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　平成20年1月8日
　　　「社団法人岡山県介護福祉士会」許認可となる！

　平成 20 年 1 月 8 日、岡山県介護福祉士会は社団

法人の認可を受けることができました。今後、よ

り一層利用者の代弁者としてその専門性を発揮し

て、介護に関わる地域での公益事業への取り組み

を充実させると共にその責務の重要性を認識しよ

り堅実な活動を展開し地域の福祉向上そして介護

福祉士の発展に寄与してまいります。

社団法人許認可証授与の様子（岡山県庁にて）
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　平成 19 年 11 月 28 日岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館において社
団法人岡山県介護福祉士会設立総会が開催されました。
　はじめに、設立発起人神寳誠子より社団法人化に至るまでの経緯についての
説明がなされました。その後、定款・事業計画など 9つの議案が提案され質疑
応答の後全議案が原案どおり承認されました。2時間という長い時間ではあり
ましたが多くのご意見を頂き活発な設立総会になり会員皆様の関心の高さとや
る気を伺うことができました。

社団法人岡山県介護福祉士会  
　設立総会 － 平成19年11月28日 開催しました －
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議 案 一 覧

①　社団法人岡山県介護福祉士会設立の件

②　社団法人岡山県介護福祉士会定款の件

③　社団法人岡山県介護福祉士会の寄附財産に関する件

④　設立初年度及び次年度事業計画の件

⑤　設立初年度及び次年度収支予算の件

⑥　社団法人岡山県介護福祉士会役員選任の件

⑦　社団法人岡山県介護福祉士会設立代表者選任の件

⑧　 許可申請に伴い生ずる申請書類の字句修正の設立代表者への一任の件

⑨　社団法人岡山県介護福祉士会規則制定の件



平成 20年 1月（4）らしんばん

　平成 19 年 12 月 7 日 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館において第 5回介護実践研究発表会
が開催されました。福岡県介護福祉士会からの研究発表や調査研究部会からの報告など 12 題が発表され
ました。
　助言者より各事例についてのコメントやアドバイスを頂きました。平成 20 年度も開催を予定しており
ます。多くの事例が寄せられ実りある発表会が開催されるよう今から準備をお願いいたします。

<平成 19 年介護実践研究発表会助言者、発表者一覧>
<助言者 > 

・旭川荘厚生専門学院　学院長代理　松本好生 氏　・身体障害者療護施設　竜ノ口寮　寮長　森　繁樹 氏
・岡山県介護福祉士会　会長　神寳誠子 氏　・社団法人福岡県介護福祉士会　会長　因　利恵 氏

【実践研究発表】 順不同・敬称略
No テーマ 施設名 発表者名

1 「やりっ放しの取り組み」
～失敗から学んだ連携と継続の大切さ～ 老人保健施設　エスペランスわけ 甲加　勇樹

2 Aさんとの関わりを振り返り学んだこと
～介護のモチベーションを下げていたのは私たちだった～ 老人保健施設　のぞみ苑 高津　友行

3 介護現場におけるリスクマネジメントを考える
～「良かったね報告書」を活用して～ 岡山県健康づくり財団付属病院 小﨑　弥生

4 あたりまえの幸せ
～「お～い」から見えてきた本当の思い～ 特別養護老人ホーム　健生園 石原由香理

5 徘徊のある認知症高齢者と共に
～安心の出来る居場所作りを目指して～ 特別養護老人ホーム　唐松荘 伊勢村真貴

6 忘れられない２日間 特別養護老人ホーム　健生園 小橋　加苗

７ 介護福祉士が研究を行う意義についての考察
～福岡県介護福祉士会の取り組みを通して～

養護老人ホーム　芳寿園
（福岡県） 西村　洋介

８ 食前前の音楽アプローチを試みて 財団法人共愛会　芳野病院 岡本　　崇

９ 在宅生活支援と通所リハビリテーション
～家族の集いを持って～

ナーシングホーム三愛
通所リハビリテーション 佐藤ひづる

10 二世代親子の在宅介護に関わって
～自宅で 100歳を共に祝いたい～ 訪問介護ステーションヘルパー 24 庄司友香理

11 在宅復帰をめざした歩行能力向上への取り組み 介護老人保健施設　ゆうあい 山根　寿子

12 在宅生活を継続する認知症高齢者への支援
～Ａさんの笑顔を絶やさないための援助～

訪問介護ステーションヘルパー
24つやま 隅山　啓子

〔調査研究部会報告〕
　「介護福祉士の専門性確立に向けた検討課題と提言」
調査研究部会発表者　松島智枝美・藤田信子
　〈アドバイザー〉森　繁樹　氏　障害者支援施設　竜ノ口寮　施設長

岡山県介護福祉士会  平成19年度（第 5回） 介護実践研究発表会 報告



平成20年度 社団
法人 岡山県介護福祉士会

会員台帳（継続会員）記載方法について

新規入会の方
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　岡山県介護福祉士会は法人化に伴い平成20年度より会員台帳記載方法、年会費納入方
法を変更することとなりました。詳しい手続き方法および書類（会員台帳・振込用紙）
は後日郵送させて頂きます。

１．会員台帳（継続会員）について
　　 　社団法人設立に伴い、会員台帳を管理させていただきますので、継続会員の方につきまし
てもお手数ですが、４月10日（木）必着で地区事務局までご提出をお願いいたします。

　　　なお、氏名変更された方は、必ず旧姓をご記入下さい。

２．年会費について
　　① 　平成20年度年会費は、同封の郵便局払込取扱票（赤色用紙；払込料本会負担）にて３月

末日までにお振込下さい。なお、振込後は振込受領書のコピーを会員台帳裏面に貼りご送
付下さい。

　　　 　また、会計処理上、お手数ですが、会員お一人一枚 同封の払込取扱票をご利用下さいま
すようお願い致します。

　　　　なお、お振込の確認後、平成20年度の会員登録とさせていただきます。

　　② 　現在、日本介護福祉士会の銀行口座振替にて、年会費の引き落としをされている方は、
会計処理の関係上、岡山県介護福祉士会より日本介護福祉士会へ一括して引落廃止の手続
きを行なっております。お手数ですが、平成20年度より岡山県介護福祉士会郵便口座へお
振込をお願いいたします。 

     平成20年度
     社団法人岡山県介護福祉士会 入会のご案内
  　◆会員
  　　本会の目的・趣旨に賛同する県内の介護福祉士の有資格者は、入会できます。
  　　社団法人岡山県介護福祉士会と日本介護福祉士会への同時加入となります。

  　◆入会金・年会費（平成 20年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日）
  　　1. 新規会員　　

◆入会方法
　入会申込書（会員台帳）に必要事項を記入し、郵便振込用紙にて、入会金・年会費をお振込のうえ、入会
申込書に受領証を貼り、県事務局へ送付ください。
　追って、会員証と生涯研修手帳を送付いたします。

◆お問い合わせ先

　岡山県介護福祉士会　年会費　６，０００円
　日本介護福祉士会　　入会金　５，０００円
　日本介護福祉士会　　年会費　３，０００円　
　　　　計　　　　　　　　　１４，０００円　

社団法人岡山県介護福祉士会
〒 700-0807　岡山市南方 2丁目 13-1　きらめきプラザ 3階
TEL（086）226-3529　FAX（086）226-3557
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日　時
  平成 20 年 3 月 1 日（土）　10：00 ～ 14：30（受付 9：30 ～）
　
会　場
  ピュアリティまきび　2階　千鳥
     （岡山市下石井 2-6-41　TEL086-232-0511）

日　程
  【通常総会】 10：00 ～ 10：30
  　議　事 ⑴平成 20 年度事業計画、収支予算の件
    ⑵社団法人岡山県介護福祉士会役員選任の件
    ⑶その他報告事項 

  【記念講演】 11：00 ～ 12：00
  　講師　社会福祉法人 旭川荘　名誉理事長　江草　安彦 氏
  　　　　「介護サービスの基礎」

  【懇 親 会】 12：30 ～ 14：30
　　　　　　　　　　　　　　　　（会場；孔雀）

会　費
  懇親会参加費  4,000 円

＊ 総会の参加は全会員が対象となっていますのでご多忙のところ誠に恐縮に思いますが
ご出席賜りますよう宜しくお願い致します。

　 なお、ご欠席の際には、委任状に記入・捺印のうえ必ず返送下さいますようお願
いたします。

岡山県介護福祉士会
広報部会

編 集 担 当

田中美保子

田村 嘉章

荻野 明弘

池田 光裕

岡田　　修

柿原　圭子

花田　智美

藤井　奈穂

中山富士子

編集後記

　社団法人岡山県介護福祉士会
は１月８日　社団法人として新
たにスタートを致しました。ま
た、広報誌「羅針盤」も社団法
人としての第１号を発刊するこ
とが出来ました。これからも会

員皆様に役立つ情報が提供でき
るよう頑張りますので宜しくお
願い致します。
　体調を崩しやすい季節ですが
休養と栄養をしっかり摂り寒い
冬を乗り切りましょう。

通常総会並びに記念式典の開催について


