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　「おはようございます。」と訪室すると「おはようございます。」と、窓辺で日向ぼっこをしておられる

節子さんが、にこにこ笑顔で迎えて下さいます。節子さんの笑顔は、私たちの元気の源で心までも温かく

して下さいます。節子さんいつも笑顔ありがとうございます。私も皆さんに元気でいて頂けるように“い

つも笑顔”でいたいと思います。	

	 老人保健施設　ゆうゆう村　　小田上　美保子
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　11月 11日いいひ・いいひは「介護の日」が制定されて、3年目になります。
　岡山県介護福祉士会では、昨年から介護の日記念イベントとして、「介護フェ
アー」を開催しています。今年は平成 22年 11 月 7日（日）に岡山県総合福
祉会館にて、昨年と同様に介護福祉士養成校と合同イベントを開催しました。
　前半は養成校によるイベント、後半からシンポジウムを行いました。展示ブー
スには、養成校からハンドマッサージ、ビューティーアート。そして、8社の
企業より福祉用具の商品展示をして頂きました。

い い ひ  い い ひ

『介護の日』記念イベント
　　　　　　“介護フェアー”開催！

11月11日は介護の日

川崎医療短期大学：手話歌♪トイレの神様♪ 旭川荘厚生専門学院：輝けAKG38　うらじゃ踊り

美作短期大学：オペレッタ　マッチ売りのトトロ中国短期大学：We♥ちゅーたんず

前半13：00〜14：15　

養成校　　
イベント
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●学生さんにインタビューしました●
Q	 本日の介護フェアーについて

A	 ・練習の成果を出せて良かった
	 ・緊張したけど、良い思い出になりそう
	 ・みんなで頑張ったという思い出はきっと残っていくと思う
	 ・会場からも拍手があり、やりやすかった
	 	・	緊張していたが、会場の方があたたかく見守ってくれて

良かった

Q	 どんな介護福祉士になりたいですか

A	 ・利用者さんと信頼関係を築きたい
	 ・	利用者さんの日々の生活を観察し状態を把握する。小さ

な変化にも気付ける介護福祉士を目指している
	 ・笑顔のたえない介護福祉士
	 ・利用者さん目線で考え、柔軟な対応ができる
	 ・利用者さんの「思い」をかなえられる介護福祉士

　介護や福祉については、新聞等では暗い話題が
取り上げられがちですが、養成校の学生さんは表
情も声もキラキラしていてとてもパワフルで、介
護の未来もまだまだ明るい！！と感じました。

岡山医療福祉専門学校：ビューティーアート

岡山県立大学：
ハンドマッサージでリラクゼーション

玉野総合医療専門学校：ベストタイムショー

ホール内

展示ブース

“介護フェアー”　展示・広告掲載企業
企　業　名

1 株式会社コーポレーションパルスター　営業販売代行　一輪社
2 ユニ・チャーム　メンリッケ株式会社
3 岡山リハビリ機器販売㈲
4 倉敷スクールタイガー縫製株式会社
5 東洋羽毛中四国販売株式会社　岡山営業所
6 CYBERDYNE㈱
7 ㈱ヤマト
8 中央法規出版㈱広島営業所
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「認知症」
　地域で支える　あなたとわたし
　　　　　　　　～サポーター養成～

　
パネリスト 	 和気町介護保険課　主任保健師	 鈴鹿　文子氏

	 認知症の人と家族の会　岡山県支部代表	 妻井　令三氏
	 作業療法士　認知症介護指導者	 福嶋裕美子氏
	 真庭市認知症キャラバン・メイト代表	 山名　光美氏

　
コーディネーター 	 岡山県立大学　教授	 谷口　敏代氏

　シンポジウムでは、「認知症」について、行政や家族、専門職、サポーター養成、それぞれの立場からの現状の
報告や問題点、今後の課題などが述べられました。
　平成 17 年度から厚生労働省では「認知症を知り地域を作る 10 ヵ年」キャンペーンを開始しています。その一環
として「認知症サポーター 100 万人キャラバン」は、認知症について正しく理解し、認知症の方やその家族を見守り、
支援する「認知症サポーター」を多数養成し、認知症になっても安心して暮らせる町を市民の手によって作ってい
くことを目指しています。
　真庭市では平成 19 年からサポーター養成の取り組みを始めており、キャラバンメイトと呼ばれる認知症の研修
を受けた 166 人の講師が、21 年度末月現在、高齢者から小学生まで 4,434 人の養成をされています。

後半14：35〜　　

　　　16：00　

シンポジウム
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　会場には福祉用具の展示・介護相談コーナーも設け、岡山県のマスコット

キャラクター「ももっち」も登場しました。

　介護に携わっている人が集まり、それぞれの立場から「介護を考える日」

となりました。

	 （報告：中井　愛）

開催日	：	 平成23年11月５日（土）
会　場	：	 岡山衛生会館　三木記念ホール
	 	 〒703-8278　岡山市中区古京町1-1-10
講演
テーマ	：	『地域で命を支える		ー認知症介護も老人介護も恐くないー』
講　師	：	 鎌田　實　氏
参加料	：	 無料	

平成23年度“介護フェアー”開催予定

鎌田　實　氏プロフィール
医師・作家
　36年間、医師として地域医療に携わり、
そのかたわら、チェルノブイリ救援活動、
イラクへの医療支援にも取り組む。
　ベストセラー「がんばらない」をはじめ、
最新刊「人は一瞬で変われる」「本当の自分
に出会う旅」「ウェットな資本主義」など著
書多数。
　日本テレビ情報番組「news	 every.」に毎
週木曜レギュラー出演中。 人は一瞬で　

　変われる
がんばらない あきらめない
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糖尿病でのケアの留意点

　①	糖尿病の状態のみならず、総合的な観点から治療・介

護目標を決める

　②介護・医療担当者の意思統一が重要

　③体調が悪い場合には、糖尿病薬の扱いに注意する

　④体調が悪いときには十分に水分を補給する

ケアで重要なこと

　①食事は，急激な制限はさける

　②低血糖に注意

　③	高血糖症状は糖尿病昏睡の前兆であり、水分補給を十

分に

　長年の看護師の経験をもとに、また現在の老人施設での

経験のなかでの事例

を通して、病気や感

染について具体的に

わかりやすいお話を

していただきました。

　介護現場で医療的

な行為が求められつ

つある現在、介護職として医療的な知識をしっかり持つこ

とで利用者のみなさんが安心できる支援ができるのではな

いでしょうか。

	 （報告：土屋教子）

●岡山地区〔カテゴリー：医療〕
　「高齢者に多い疾患と介護のポイント」

	 講師　藤森　保枝氏　　　　　　　　　　

	 （社会福祉法人旭川荘　旭川敬老園顧問）

　11月20日に旭川荘研修センターよしい川にて旭川敬老

園顧問の藤森保枝氏をお迎えして「高齢者に多い疾患と介

護のポイント」と題して研修会を開催しました。

　今回の参加者は51名。市外は瀬戸内市や和気町からの

参加もありました。

　研修テーマが『医療』でしたので、医療関連施設に勤務

されている方の参加が多くありました。研修参加理由とし

ては、医療に関心があったからという参加者が半数以上で

した。それだけ、医療への関心度が高いことが伺えました。

また半数近くは非会員の方々でした。この機会にぜひ会員

になっていただきたいです。

　加齢に伴った身体の変化の特徴として、4つの力（防衛

力・予備力・適応力・回復力）が低下していき、身体が十

分機能しなくなっていきます。氏が勤務されている敬老園

に入所され、環境に適応できず拒食となった方の事例をと

おして具体的にわかりやすく説明していただきました。

　また、高齢者のかかりやすい病気として、例：高血圧、

糖尿病、うつ病、認知症などがあげられ、以下の内容の説

明がありました。
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●高梁・総社地区〔カテゴリー：コミュニケーション・接遇関係〕
　10月15日、高梁

市文化交流館にて

講師に岡山県介護

福祉士会会長、川

崎祐宣記念総合在

宅支援センター所

長の神寶誠子氏を

お迎えし「コミュニケーション・接遇について」の研修会

が行われました。コミュニケーションは、まず、自分がど

ういう性格なのか理解し自分を知ること、人と出会った時

の第一印象が大切であるとのお話しがありました。笑いも

交え、多くの参加者と共に有意義な研修会となりました。

	 （報告：池本　誠）

●井笠地区〔カテゴリー：介護技術〕
　平成22年11月25日井笠地区初任者研修会が介護技術（移

動・移乗介助）の

テーマで笠岡市認

知症研修センター

にて参加者20名で

行われました。

　講師はケアワー

クスえんじゅリハ

ビリテーション科

長、箱田歳正氏を

迎えて、片麻痺者

の歩行、歩行介助

と立ち上がり、介

助の基礎的な考え

来年度の予定　平成23年度　地区開催初任者研修

地区 カテゴリー

岡山
認知症関連領域
（認知症の理解・ケアに関すること）

倉敷
社会保障福祉制度及び生活支援領域
（各制度のしくみの理解に関すること、施設
見学等も含む）

美作
障害福祉（各種リハビリ関係も含む）領域
（障害者制度・ケア・障害別の介護方法の理
解に関すること）

東備
介護技術領域
（新しい介護技術の習得、介護方法の見直し
など、実際的な身体介護技術に関すること）

井笠
コミュニケーション・接遇関係領域
（面接技術・ケースワークなど、社会福祉援
助技術に関すること）

高梁・
総社

スキルアップ領域
（職業人としての自己管理・職場管理、及び
研究・論文等作成に関すること）

真庭
倫理・人権領域
（職業倫理・人権等に関すること）

新見
医療領域
（身体・精神両面で医療知識に関すること）

方を学び、車椅子移乗、床からの立ち上がり等、演習も行

いました。

　ベテランの方も多く参加され、参加者の方より、「初任

者研修ではあるが知らない事もあるのでとても為になり、

明日からの介護に役に立てたい」との意見もいただきまし

た。

	 （報告：中濱匡美）
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　第 8回介護実践研究発表会が学校法人中国学園

中国短期大学にて開催されました。

　今回、介護福祉士養成校より多数学生の参加があ

りました。

　助言者の先生方から「学生の質疑応答への活発

な参加により今までとは違う緊張感があった。」

「現場の強みは事例を多く持っている。」「介護は

サイエンスを土台にしたアートである。」との総

評をいただきました。

　午後からは「働きやすい職場環境を築くために」

と題し、パネルディスカッションを行いました。

コーディネーターに旭川荘厚生専門学校学院長代

理　松本好生氏、大規模、小規模施設より各 1名

のパネリストを迎え、それぞれの施設の取り組み

を報告していただきました。大規模施設では自己

評価表導入、グループ内では一貫性を持つ等で離

職率減少が見られた。小規模施設では地域に根ざ

した活動を目指しているとの事でした。

　松本先生より、働きやすい職場とは「人間関係

のよい職場である」「よくするためには自己の魂

を磨く事」

　どの施設も抱えている悩みであり、一人一人自

己研鑽の大切さを再認識しました。

　最後に参加者投票による優秀賞の発表があり、

水野雄一さんが表彰されました。

	 （報告：中濱匡美）

テーマ 施設名 発表者氏名

特別養護老人ホームでの
　看取りに対する家族の反応

特別養護老人ホーム　
奥津広済園

南條美智代

生活全体を支える援助
　〜A氏の生活を支えて〜

特別養護老人ホーム　
吉備高原賀陽荘

水 野　 雄 一

御飯が食べたい！
　〜	気管切開・胃ろうの
　　　利用者の希望を受けて〜

介護老人保険施設
信愛苑

岡 本　 聡 美

開設 3年を振り返って
　〜アンケート調査からみる
　　　　　　　　顧客満足度〜

藤田荘　認知症対応型
通所介護事業所

中 上　 裕 子

介 護 実 践 研 究 発 表 会

パネルディスカッション

働きやすい職場環境を築くために
　〜大規模・小規模
　　　　それぞれの取り組み〜	

旭川荘厚生専門学院
　　　松　本　好　生

淳風福祉会
　　　冲　中　純　子

グループホームさくらそう
　　　牧　野　恵　子
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　岡山県介護福祉士会は、平成20年 1月 8日に社団法人の認可を受けました。
　この度、新制度により平成25年11月末日までに、公益目的を主事業とする公益法人か、一般社
団法人のどちらかを選択しなければなりません。平成22年度の事業計画にも掲げましたように、
岡山県介護福祉士会は一般社団法人への移行を選択し、平成24年度の移行認可を目指し準備を進
めております。

一般社団法人への移行で

変わること

　①　事業運営や方針が会員の皆様から選出された代議員によって決められます。（総会）

　②　総会が年１回のみ開催となります。

　③　会員の皆様が代表として代議員を選出します。

　④　今まで出来なかった会員の為だけの事業が可能となります。

　⑤　正式名称が「一般社団法人  岡山県介護福祉士会」となります。

変わらないこと

　①　今までの定款に定められていた事業については継続します。

　②　法人運営や事務局体制や地区活動についても、なんら変更はありません。

　現在、理事会・総会において、新しい定款等書類を会員の皆様にご提示できるよう事務局を中心に各方面との

相談や調整を繰り返し、作成中です。

　会員の皆様にご迷惑を掛けないよう準備を整え、一般社団法人への移行が出来るよう努力をいたしております

が、会員の皆様にもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

一般社団法人への移行のお知らせ
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みなさん！
ご自分の会員証を
確認下さいね

期限は切れていませんか？
紛失・再発行は事務局まで
お問い合わせ下さい！

　■平成23年度より生涯研修手帳へ今まで貯めた研修ポイント（単位）10ポイントにつき
　　岡山県介護福祉士会主催の研修会に、無料で参加できるようになります！
　　皆様、ぜひご活用下さい。

　【利用方法】
　　①参加希望の研修会申込書へ『ポイント利用』と明記し申し込む
　　②研修日当日、研修手帳と会員証を提示する
　　③受付にて研修手帳へポイントを確認し、『利用済』の印を押印します

　【注意】
　　□当日研修手帳・会員証を忘れた場合は、参加料を徴収する
　　□過去の研修参加の有無については事務局では確認しない
　　　（現在確認できている研修のみ）
　　□ポイントを利用した研修もポイント対象となる

23　 5　 22
一般研修会 5

3.0
3

2.0

2.0
3

一般研修会

一般研修会

中堅職員研修会 5岡山県
3.0

23　 6　  18

23 　 7　 30

23 　 9　 24

33****

【生涯研修ポイント利用方法】■平成２３年度より生涯研修手帳へ今まで貯めた研修ポイント（単位）１０ポイントにつき岡山県

介護
　 福祉士会主催の研修会に、無料で参加できるようになります。 皆様、ぜひご活用下さい！
【利用方法】
①参加希望の研修会申込書へ『ポイント利用』と明記し申し込む
②研修日当日、研修手帳と会員証を提示する③受付にて研修手帳へポイントを確認し、『利用済』の印を押印する

岡山県

岡山県

岡山県

済
利用之日

印介

之日
印介

之日
印介

之日
印介

利用したポイントへ

の印鑑を押印します

【注意】
□当日研修手帳・会員証を忘れた場合は、参加料を徴収する
□過去の研修参加の有無については事務局では確認しない
　（現在確認できている研修のみ）□ポイントを利用した研修もポイント対象となる

みなさん！
ご自分の会員証を

確認下さいね期限は切れていませんか？紛失・再発行は事務局までお問い合わせ下さい！
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23　 6　  18

23 　 7　 30

23 　 9　 24

33****

【生涯研修ポイント利用方法】
■平成２３年度より生涯研修手帳へ今まで貯めた研修ポイント（単位）１０ポイントにつき岡山県
介護

　 福祉士会主催の研修会に、無料で参加できるようになります。 皆様、ぜひご活用下さい！

【利用方法】
①参加希望の研修会申込書へ『ポイント利用』と明記し申し込む
②研修日当日、研修手帳と会員証を提示する
③受付にて研修手帳へポイントを確認し、『利用済』の印を押印する

岡山県

岡山県

岡山県 済
利用

之日
印介

之日
印介

之日
印介

之日
印介

利用したポイントへ

の印鑑を押印します

【注意】

□当日研修手帳・会員証を忘れた場合は、参加料を徴収する

□過去の研修参加の有無については事務局では確認しない

　（現在確認できている研修のみ）

□ポイントを利用した研修もポイント対象となる

みなさん！
ご自分の会員証を

確認下さいね
期限は切れていませんか？
紛失・再発行は事務局まで

お問い合わせ下さい！

出　展　案　内

　　生涯研修ポイントを
　　　　　　　　利用して 研修が無料で参加

　できるようになります!!
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　平成23年度会員登録の為、今年度もお手続き
をお願いいたします。
　過日、送付いたしました、ゆうちょ銀行の自動
払込のお手続きをされていない振込用紙にて３
月末日までにお振込み下さい。
　また、振込につきましては事務処理上、会員お
一人様一枚（ご自分の）振込用紙をご利用下さい。
　ご入金確認後、平成23年度の会員登録をさせ
ていただきます。

平成23年度社団法人岡山県介護福祉士会

継続会員会費納入のお手続きはお済でしょうか？

※ご希望の方は来年度お手続き下さい
自動払込 平成23年１月31日にて受付終了

振 込 み 平成23年3月末までに振込み

又は

【納入方法】

平成23年度社団法人岡山県介護福祉士会　新規入会のご案内
■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

■入会方法
　入会申込書（会員台帳）に必要記載事項を記入し、郵便振込用紙
にて入会金・年会費をお振込の上、入会申込書裏へ受領書コピーを
貼り、下記事務局へ送付下さい。
　追って、会員証・生涯研修手帳を送付いたします。
　入会申込書につきましては下記事務局までお問合せ下さい。
　※自動払込のお手続きは 2年目以降になります。

■お問合せ先
　　社団法人岡山県介護福祉士会
　　〒700-0813　岡山市北区石関町 2 -1　岡山県総合福祉会館 5階
　　ＴＥＬ(086)222-3125　ＦＡＸ(086)222-6780	

1．新規会員 2．学卒新規会員
（平成23年3月養成校卒業見込み）

岡山県介護福祉士会　年会費 6,000円 6,000円
日本介護福祉士会　　入会金 5,000円 0円（免除)
日本介護福祉士会　　年会費 3,000円 3,000円

計 14,000円 9,000円

会員加入は義務ではなくて、
私達の権利です

社団法人岡山県介護福祉士会では、随時新規会員を募集
しております。
私たちと一緒に介護福祉のプロ集団を目指しませんか!?
仲間と一緒に自分を磨こう！

会員の皆様は、お知り合いの方に
是非ともご紹介下さい。
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社団法人岡山県介護福祉士会

通常総会並びに一般公開講座
日　　　時：平成23年 3月 5日（土）
　　　　　　　13：00〜14：30	（受付		12：30〜）

会　　　場：岡山県総合福祉会館　 4階　大研修室
　　　　　　岡山市北区石関町2-1　TEL：086-226-3501

日　　　程：通 常 総 会		 13：00〜13：25

　　　　　　一般公開講座	 13：30〜14：30

参　加　料：無料

一般公開講座：　【テーマ】　『介護と医療の連携』
　　　　　　　　　　　　　〜介護現場における基礎的な医療的ケア〜
　　　　　　　【講　師】　みつ訪問看護ステーション看護協会
　　　　　　　　　　　　　　　管理者　江田　純子 氏

5月通常総会開催（予定）

日　時：平成23年 5月19日（木）
　　　　13：00〜15：30（受付12：30〜）
会　場：岡山県総合福祉会館 4階　大研修室
　　　　岡山市北区石関町 2 - 1
　　　　TEL：086-226-3501
日　程：通		常		総		会	 13：00〜13：55　
　　　　一般公開講座	 14：00〜15：30
参加料：無料

一般公開講座：
【テーマ】要注意の要注意　知らないとハマる　恐怖の落とし穴
　　　　　　〜悪徳商法・オレオレ詐欺から身を守る為に〜

【講　師】弁護士法人　岡山パブリック法律事務所
　　　　　　社会福祉士　新名　雅樹　氏
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平成22年12月 1日（水）10：00 〜 16：30
　岡山県総合福祉会館 5階にて、介護技術の基礎講習会が行われました。対象は、県内の福祉施設にお
いて、直接介護サービス業務に従事して 1年未満の方。
　参加者は、39名でした。講義でサービスを行う根拠を学び、実際に技術を身につけるために体験しま
した。介護の基礎を確認し、より高い専門性を求めて熱心に学んでいました。	 （報告：安達悦子）

平成22年度（社）岡山県介護福祉士会が行う

介護技術基礎講習会

ご支援ありがとうございます

***平成22年度賛助会員の皆様（順不同）***

西尾総合印刷㈱ 旭川荘厚生専門学院

東洋羽毛中四国販売株式会社 玉野総合医療専門学校

日本福祉大学中国・四国地域
ブロックセンター岡山 美作大学短期大学

医療法人福嶋医院　 特別養護老人ホーム愛光苑

中国短期大学 丸大食品株式会社

岡山医療福祉専門学校 友野印刷㈱

川崎医療短期大学

　当会の趣旨、目的に賛同頂ける平成23年度社団法人岡山県介護福祉士会賛助会員を募集
しております。
　詳細につきましては、下記事務局までお問い合わせ下さい。資料等お送りいたします。

◇ 賛  助  会  員  募  集 ◇
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　今、頑張っていることというと語弊があるかもしれ
ませんが、それは“（社）岡山県介護福祉士会　岡山
地区”ということです。役員の皆さんそれぞれ、今の
介護のあり方を知ってもらうという意義のもと施設や
病院等で働く傍らで研修会等を行っています。それと
同時に皆さん、自己研鑽ということも踏まえ“介護”
と向き合っています。

岡山地区：中村知布

楽しさがこちらまで伝わってくる1枚ですね　　　　　

　いつも利用者様に感謝の言葉や笑顔をいただいています。
　「ありがとう。いつもすまんな〜」と優しく声をかけて下さり、こ
の仕事にやりがいを感じながら、日々ケアに携っています。
　利用者様に一日一日を楽しく過ごしていただけるように、また在
宅にて一生懸命に介護をされている御家族の方への精神面サポート
をいかに自分がお手伝いできるか考えながら、ケアを行っています。
　笑顔・元気をいつも心がけて利用者様やご家族の方に信頼してい
ただけるように努力していきたいと思います。
　人と人との出会いを大切に頑張っていきたいと思います。

高梁・総社地区：介護老人保健施設　ひだまり苑

そうですね、私も一期一会を大切に思っています。お互い頑張りましょう　　　　　　

みんなの広場

ほっとステーション①
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安達　悦子� 土屋　教子

戸澤奈津子� 荻野　明弘

小林　貴子� 頓宮　美樹

中井　　愛� 小田上美保子

中濱　匡美� 山根　寿子

岡山県介護福祉士会
広報委員会

編 集 担 当

　我が施設では、ただ今　超・超・高齢化です。職員もですけど（!?）ここではご利用者様の
お話をさせていただきます。12月20日で満101歳の方が 1 名、満99歳の方が 3 名いらっしゃい
ます。中でも、 9 月で満100歳になられたO様はとても元気な男性！！趣味は俳句で時々地域
の新聞に投稿されています。今回はその俳句を皆さんに紹介させていただきます。『年の瀬
や　天橋立　またのぞき』『北風や　どっかり降り込む　暮れの雪』『便取り　看護婦　有難う』
これには職員全員大笑いでした。いつも「ありがとう！あんたはよう、してくれる！ありがたい、
ありがたい！！」と労ってくださいます。私達もOさんのお陰で笑顔で仕事ができます。Oさん、
ありがとう！いつまでもお元気でいてください。
 新見地区：特別養護老人ホームおおさ苑　磯田　明枝

利用者さんの笑顔を大切にできる磯田さんが素敵です

我が施設は新人さん
　当施設は平成21年 3 月に開所した通所介護施設です。遊
びをテーマにした活動を中心とし、ご利用者様と職員が共
に楽しみ、自分らしくその人に合った生活をしていただく。
また、自分の想いを語りやすい環境で、時間や周りにとら
われず、 1 日を過ごしていただくよう心がけています。今
は座布団や膝掛けを編んでいただいたり、クリスマスリー
スを作ったり、季節に合った活動内容になるよう日々、利
用者様と一緒に考えています。まだまだ駆け出しの施設ですが、在宅生活の中に 1 つでも楽し
みが増えるような施設作りをしていきたいです。
 東備地区：デイサービスセンター　いつもここから

完成したリースが見たいです。きっと素敵なリースが出来たでしょうね　　　　　　　

会員皆様のコーナー“ほっとステーション”の記事を募集しています。
日頃、頑張っていること・聞いてほしいエピソード・質問、また４コマまんが、ポエム・写真
などなど、本誌にて発信してみませんか!?
会員同士の交流の場として、ぜひ！ご活用下さい。
投稿につきましては、下記事務局までお問い合わせ下さい。
・写真等の作品については原本をご郵送下さい。
・文章のみの場合は、FAX・郵送・メールでお送り下さい。   
　　〒700-0813　岡山市北区石関町 2 - 1 　岡山県総合福祉会館 5 階
　　（社）岡山県介護福祉士会 
　　TEL：086-222-3125　FAX：086-222-6780　e-mail：okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp

みんなの広場

ほっとステーション②

ほっとステーション記事募集


