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グループホームの廊下は、ギャラリーの様です。季節に応じて、ご家族の方が準備して

くださった下絵に、色どりを考えながら貼り絵作りに取り組まれています。

右片麻痺がありますが、毎日少しずつ少しずつ・・・。

私も頑張らなくてはと、パワーをもらっています。力作ぞろいなのに、誌面の都合上カラー

でお見せできないのがとっても残念！！これからも、楽しみにしていますね。

（カラーの作品は、岡山県介護福祉士会ホームページでご覧いただけます。）
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平成25年度介護フェア開催

　日々介護に関わる人口が増えていく中、介護サービス利用者は安心して暮らせるよう、介護従事者は元気に明る
く介護ができるように、介護を学ぶ学生は介護サービスが魅力あふれる仕事となるよう、そしてまだ介護に関わっ
ていない多くの方々に介護を身近なものとしてとらえて頂けるよう、それぞれの立場から介護を考える日として
736名の参加を得て盛大に行われました。
　展示スペースでは各企業から介護・福祉に関する展示が並び、会場では各養成校がこの日の為に練習してきた出
し物、岡山県介護福祉士会晴れる家“ハレルヤ”のイベントが会場を沸かせました。認知症サポーター養成につい
てプレゼンと、桑原征平氏をお迎えし記念講演が行われました。

メイクも髪型もばっちりセットし、みんな気合い十
分で楽しく踊ることが出来ました。盛り上がりも最
高でした（＞。<）/

旭川荘厚生専門学院　介護福祉科

私達は人それぞれの生き方や思いを尊重する
事が介護に必要だということを感じ、手作り
の劇で表現しました。

美作大学短期大学部　専攻科介護福祉専攻
　　12期生　片岡　美咲さん

どの学校もそれぞれの個性があって、会場も盛り上がり、
とても良い「介護の日」になったと思いました。私たち
の劇と歌も練習をたくさんしたかいもあり、完成度の高
いものが出来、楽しく参加することができました。

岡山医療福祉専門学校　学生

私は、ステージでのお囃子の演奏後、岡山駅前で
チラシ配りをしました。街ゆく人の笑顔など沢山の
人と触れ合うことができいい経験になりました。

新見公立短期大学　地域福祉学科
　　　　　　　 １年生　藤野　めぐみさん

平成25年11月９日（土）10：00 ～ 15：45　岡山県総合福祉会館大ホール
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緊張したけど、皆の手拍子で楽しく手話歌ができ、自信
がつきました。ろう者などの協力で一生懸命練習して舞
台に立ち、皆さんの温かい拍手で満足のいく手話歌や劇
ができました。

玉野総合医療専門学校　介護福祉科　徳山　ちえみ先生

２年にわたって介護予防体操を紹介することで、利用者の体
力づくりや援助者の負担軽減の重要性に改めて気づくことが
できました。各養成校が様々な催し物で介護の重要性を紹介
する「介護フェア」は、広く一般の人に介護福祉士の必要性
を伝えていくために大切なイベントだと思います。

順正高等看護福祉専門学校　介護福祉学科　村上　留美先生

精一杯頑張って満足できる発表になりました。他校の
発表等、多くの共感や気づきもあり、よい経験となり
ました。

川崎医療短期大学　医療介護福祉科
　　　　　　　　 ２年生　森實　篤世さん

舞台で演奏した時は、緊張のあまり銭太鼓を落としそうにな
りました。でも観客の手拍子に勇気をもらい良い演奏ができ
ました。

くらしき総合福祉専門学校　銭太鼓同好会リーダー　與田さん

私達自身も介護フェアがきっかけとなって、改めて「介護
のあり方」について考えることができました。

岡山県立大学　保健福祉学部保健福祉学科
　　　　　　　介護福祉コース　原野　かおり先生

学校の皆と、また他の養成校の人たちと介護について
改めてじっくり考える良い機会となりました。

中国短期大学　専攻科　介護福祉専攻　川上　道子先生
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介護フェア　記念講演
　『生きてるだけで丸もうけ』この言葉は氏の著書でもあり、今回の講演テーマでもあります。

自身の半生…サラリーマン～アナウンサー～退社後～で経験・体験された事を、軽快なトーク

でジョークを交えて話して下さり、会場は笑顔と笑い声であふれていました。

　様々なエピソードの中で、氏が最も熱い思いで語り、私たちが興味深く聴いていた話が、

1995年に起こった阪神・淡路大震災です。真っ先に現地に乗り込んで取材を行い、現場の悲惨

さを目の当たりにした中で、被災者同士の助け合いや譲り合い、“自分も何か手伝いたい”と他

県から単身で現地に援助の為に来た人々との触れ合いを通して、日本人の“相手の気持ちを汲

み取る力＝共感力”に感銘を受けたと語られました。

　これは、介護・福祉に携わる私達にも同じ事がいえ、「相手が何をしてほしいか・どう思って

いるのか」を共感する力が必要であると考えます。� （報告：頓宮　美樹）

桑
くわ

原
ばら

征
しょう

平
へい

プロフィール�
1944年（昭和19年）京都市生まれ。1967年成城大学経済学部卒業後、大阪の酒問屋でセールスマ
ンを体験する。その後、新聞公募で関西テレビアナウンサー試験に合格。サラリーマンからアナ
ウンサーへの転身という経歴の持ち主である。かつての人気テレビ番組「ハイ！土曜日です」の�
＜征平の挑戦コーナー＞で、“命知らずのアナウンサー”として広くお茶の間で知られるようにな
る。2004年５月に関西テレビを定年退職。また、退社翌日の2004年５月15日に放送された『さら
ば征平・最後の挑戦！』は、平成16年度日本民間放送連盟テレビ番組部門エンターテインメント
番組最優秀賞を受賞した。2006年４月より大阪芸術大学教授も務める。また世界50ヶ国をまわる
貴重な体験を持ち、各国要人にまつわるエピソード、それぞれのお国柄や知られざる側面をも熟
知する。あわせて豊富な海外取材、数多くの人たちや地域との交流経験を通じ、環境問題、人権
尊重、命の大切さを痛感。講演では、アナウンサー業の仕事の厳しさなども含めて、豊富な経験
に裏づけされる内容は各地で好評を博す。
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介護フェア来場者の感想

ご支援、 ご協力ありがとうございました。

№ 展示・広告企業名

（順不同）

1 株式会社ヤマト 

2 株式会社日本トリム 

3 株式会社パソナ岡山 

4 明石被服興業株式会社 

5 岡山中央警察署 

6 CYBERDYNE（サイバーダイン）株式会社 

7 株式会社誠屋 

8 東洋羽毛中四国販売株式会社　岡山営業所 

9 株式会社アスティコ 

10 富永薬局グループ　アミューズ富永 

11 株式会社コーポレーション　パールスター代理店　一輪社 

№ 展示・広告企業名

20

22

12 大和ハウス工業株式会社 

13 株式会社大塚製薬工場

14 森脇法律事務所

15 中央法規出版株式会社　広島営業所

16 株式会社GIRASOLE『岡山ひまわり校』

17 医療法人誠和会

18 友野印刷株式会社

19 日本福祉大学　中国・四国地域ブロックセンター岡山

株式会社キャリアプランニング

21 ライフメッセージ株式会社

倉敷スクールタイガー縫製株式会社

　学生の発表に勢いを感じました。あんな若い人が
介護の勉強をしているなんて、感心する。介護の仕
事は楽な事ばかりではないが、これからも頑張って
ください。� （70代　女性）

　桑原さんの講演、早口でしたが往年
のしゃべくり漫才みたいで楽しいひと
時でした。久しぶりに大笑いしました。
� （70代　男性）

　無料なのに、充実していました。もっと
宣伝（PR）をして、たくさんの人に来ても
らいたいですね。� （60代　女性）

　息子が介護の学校に行きたいと言ったときは、
びっくりした。しんどい仕事なので、反対した。
楽しそうな息子を見て、先生やクラスメイトに�
恵まれており、安心しました。資格を取ってがんばっ
てもらいたいです。� （40代　女性）
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午後：『口腔内吸引について』
　　　　　～安全に効果的に行うために～

【講師】岡山大学病院看護部　摂食・嚥下障害看護認定看護師　岡田　恵子氏

　口腔吸引の基礎知識の中で、特に印象に残ったのは、全身状態を
アセスメントして口腔環境を後に観察するのではなく、口腔内（歯、
歯肉、粘膜、舌、唾液など）全体を観察することで、全身を知るこ
とができるということでした。日頃、全身状態を先にアセスメント
していた私は本当に目からうろこでした。
　介護職として利用者の命を預かり、日々行う行為一つ一つに対し
確実な方法を知った上で実施しなければ、かえって利用者の身体に
危害を加えてしまう恐れがあるということを改めて思いました。
　医療職と連携し、利用者の精神的なケアに対しても配慮しながら
基本的ケアが身につけられる様、これからも自己研鑚を重ねながら
今日の講義をフィードバックして明日から頑張りたいと思います。
� （岡山地区：長畑　典子）

午前：『ストーマーってなんだろう』
　　　　　～装具交換をやってみよう～

【講師】岡山大学病院看護部　皮膚・排泄ケア認定看護師　青井　美由紀氏

　私は病院の中にある介護医療型施設に勤務しています。尿・便の
ストーマーのケアも少人数ですが経験があります。しかし医療の範
囲であるため、ストーマーの知識は深くはありません。この研修で
オストメイトの事も初めて耳にしました。
　権利や福祉、ケアの正しい手順、スキントラブルがストーマー袋
の装着の仕方にある事など知識が広がりました。
　また、ストーマーの位置で腸のどの辺りか、部位での便の形状の
違い、左右のストーマー設置の理由など私たちが直接関与しない部
分でも、ケアに必要な事として役立つ内容でした。最初のストーマー
袋の苦労から今では進歩し社会面でも生活面でもずいぶん良くなっ
ていることも学びました。
　オストメイト（ストーマー装着者）の方が増えている中、私たち
介護福祉士は安全で安心できるケアを身につけ、学び、行っていか
なければならないことを改めて感じました。
� （高梁・総社地区：石井　美華）

参加者の感想

　講師　高口光子氏による中堅職員研修に参加し、「リーダーの努め」「リーダー
の役割」「リーダーの位置づけ」等を学ぶことが出来た。
　リーダーは職員の個性を理解し、その人に適した仕事を与える。また意欲を引
き出すことが務めでもある。職場内の把握、それをもとに目標・問題を理解し部
下へ指導を行う。ただそういったことが出来るだけではリーダーとは呼べず、「考
える、言う、聞く、共感、理解、行動」これらが出来るようになれば『プロフェッ
ショナル』というリーダーになれる。
　リーダーだけでなく、介護を行う職員は利用者のつぶやき、想いを受け止め、「見
えないものに気付けるように」行動することが大切だということを学べた。
　私たちは利用者のその人らしい生活、個人の尊厳、生活習慣を大切にして「あ
るがままの自分で生きていく」「生きられる」ように介護を行っていきたい。

（新見地区：太田　和樹）

中堅職員研修会 高口光子氏 シリーズ 第３回
テーマ「リーダー・中間管理職に必要なリーダーシップ」

〜看護と介護の視点のズレをなくす〜

日時：平成25年10月５日（土）10：00〜16：00　㈱JA岡山で開催　参加者67名でした。

　

平成25年10月29日（火）10：00〜17：00　会場は岡山県総合福祉会館　４階　大研修室で参加者38名でした。

一 般 研 修 会
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　介護福祉士国家試験制度が2015年度より改正となり、受験資格は実務経験３年以上と「実務者研修」（最

大450時間）の修了が必須となります。実務者研修の実施機関「実務者養成施設」の要件として専任教員

の１人は原則として厚労省が定める「実務者研修教員講習会」（50時間）を修了することなどが求められ

ています（但し、介護教員研修修了者は除く）。そこで、当会でも後輩育成並びに講師の質の向上のために、

実務者研修教員講習会を全８日間（50時間）で開催しました。

　　　開催日程：平成25年６月９日（日）から10月６日（日）までの間の８日間

　　　会　　場：岡山県立大学

　　　受講人数：43人

実務者研修教員養成講習会開催
平成25年度

　８日間の講習会でしたが、５ヶ月間にわたる長丁場でした。激暑の日もあり、月に２回の講習会

に通うのに体調管理が大変でした。講習会は聞いて終わるだけでなく、実際に教えて行かなくては

ならないので、模擬授業を行う事により伝えることの難しさをひしひしと感じました。しかし、自

分がシッカリと理解して何を伝えたいかを整理しておく下準備の大切さを学ぶことができました。

　厚みのある介護福祉士を増やして、スーパー介護福祉士を創りだしてゆくのが介護福祉士会の仕

事ではないだろうかと感じました。

　講習会に参加された皆さん、共に頑張りましょう。� （安達　悦子）

岡山県立大学
保健福祉学部　保健福祉学科
介護福祉コース

　教　授　谷口　敏代　先生
　准教授　原野かおり　先生

新見公立短期大学
地域福祉学科
　　　　　岡　　京子　先生学科長

教　授

― 講師紹介 ―
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　平成25年９月６日に総社総合福祉センターにて倉敷

中央看護専門学校選任教員の塩見典子先生による『介

護福祉士のための医学知識』についての講義がありま

した。参加者は61名でした。

　主な内容として

　講義を聞いていくにつれ、どの施設で働いても医学

知識はとても重要であり、常に入所者の方の身体や行

動を観察し、その変化を他職員にも伝える力を身につ

けること、共有することを改めて学びました。私達介

護福祉士にとって医学知識の分野は苦手と言われてい

ますが、このように学びの場があるということはとて

もありがたく思いました。

� （高梁・総社地区：吉岡　洋美）

●高梁・総社地区

●新見地区

日　時：平成25年12月５日

場　所：まなび広場にいみ

テーマ：�『介護福祉士の基本的態度』　池田　明子氏�

（新見公立短期大学）

　平成25年12月５日に、新見地区（まなび広場にいみ）

にて初任者研修会を開催し18名の参加がありました。

　介護という仕事は、知識と強い心が必要であり、介

護職では相手の気持ちを汲み取る力が看護職に比べる

と高いと言われてきました。

　自分を分かってもらう為に知識、話す能力を身につ

ける事が大切で「わかってもらえない」と思うのでは

なく、常に本を読んだり勉強を続けていかなければな

らない、また３年目では仕事に慣れる、責任のある仕

事や役割を持ち、５年以上になると熟達介護福祉士に

なりましょうと話されていました。

　現場の事例を積み上げて行く事が何より大切である

との事で、私自身現場で働いている介護福祉士として

初心に帰り、今回学んだ事を仕事に生かしたいと強く

感じました。

　今回は、新見地区外からの参加が多数あり、特に遠

方から来られた方の熱心な向学心にとても励まされま

した。

　遠い道のりを新見までお越しいただきありがとうご

ざいました。� （新見地区：杉本　その子）

　１．高齢者の疾患の概要とその特徴

　２．認知症について

　３．薬の基礎知識

　４．廃用性症候群
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３月１日　公示（選挙規定、選挙権者名簿、日程等）

　　　事務局にて立候補受付

　　　　　　　選挙管理委員会にて受付書類確認

３月15日　立候補締め切り

　　　立候補者一覧公示・選挙は投票用紙送付にて実施

　　　選挙結果発表は３月末を予定

一般社団法人岡山県介護福祉士会

代議員立候補者選挙公示
　任期満了に伴い平成26・27年度の代議員を選出する為、下記
日程で代議員立候補者選挙を行います。

【各地区代議員定数】

地　区　名 会　員　数 代議員選出予定人数

岡　　　山 357 11

倉　　　敷 252 10

東　　　備 106 ７

真　　　庭 58 ６

美　　　作 167 ８

新　　　見 25 ４

高梁・総社 96 ６

井　　　笠 47 ４

合　　　計 1108 56

※�①立候補届出書の用紙は各地区事務局にあります。
※②立候補届出書を提出の際は、戸籍上の氏名をご記入下さい。
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第20回公益社団法人日本介護
テーマ：「介護福祉士　われらの“使命”」

　日　時：平成25年11月15日（金）～ 16日（土）
　会　場：「とりぎん文化会館」鳥取市尚徳町10 ｰ ５

　大会には、全国から約700名が参加。

１日目

◆開会のあいさつ

　日本介護福祉士会石橋真二会長より、社会福祉士及び介護福祉士法
が制定され25年が経過し、介護福祉士登録者数は、2013年６月で118万
人を越える状況。介護を取り巻く状況は大きく変わり、介護福祉士は
より高度な知識、技術と高い理念が求められるようになった。国民の
介護サービスの向上や介護福祉士の専門性の確立に取り組んでいるところ。現在は、認定介護福祉士（仮
称）の検討や生涯研修体系の確立を構築など今後の方向性も含めてあいさつがありました。

◆基調講演　　福祉・介護人材確保対策の現状と介護福祉士に求められる役割
　　　　　　　講師　関口　彰氏
　　　　　　　　　　厚生労働省　社会・援護局　福祉基盤課　福祉人材確保対策室　室長補佐

　日々実践していく中で、介護の専門家として知識や技能の強化など自己研鑽に努めると共に、後進へ
の指導を適切に行うこと、また社会的な評価がなければ処遇改善は難しい前提で専門性を活かした介護
実践を発信していく必要性があると介護福祉士の役割について話されました。

◆記念講演　　笑いとヨガでブレイクスルー　～笑いがあふれるケア現場～　
　　　　　　　講師　高田　佳子氏
　　　　　　　　　　日本笑いヨガ協会代表

　氏のユーモア溢れるおしゃべりとパワーに圧倒されながら、会場全員で笑いヨガを実践！
　手拍子しながら「ホッ！ホッ！ハハハ！」「え～が、え～が　いぇ～い！」と声を出しながら次々にテー

マに添った笑いを表出。とにかく笑いで会場全体が元
気いっぱいとなりました。
　高齢者施設でも「回想」を取り入れながら積極的に
笑いヨガを取り入れることで、硬かった表情が緩んだ
り積極的に動けるようになったりと変化が出ていると
紹介もありました。
　「人は、生きてきたとおりに死んでいく」と言われ
た言葉が印象に残りました。笑って嫌なことストレス
を吹き飛ばして生きたいです。

報告
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福祉士会全国大会inとっとり
～うちらに　まかせて　ごしないな～

２日目

◆分科会・・・４分科会がありました。

　私は、第２分科会～在宅の現場から思うこと～に参加し発表さ
せていただきました。
　発表は、全部で４題。
　病院の「介護支援専門員としての役割」「ディサービスでの取り
組み」「高齢者住宅と介護複合施設の役割」などの発表がありまし
た。私は、介護支援専門員の立場からの「高齢知的障害者の生活
支援のあり方・課題」について発表をさせていただきました。発
表ということでドキドキでしたが分科会の発表者らとうち解ける
ことができ、何とか発表を終えることが出来ました。

◆特別講演　　家の神さま、いまどこ？
　　　　　　　講師　徳永　進氏
　　　　　　　　　　野の花診療所所長

　氏は、鳥取市内で終末医療に取り組まれています。社会が近代化するなかで家の役割「出産、育児、
排泄処理、教育、食事（農耕）、老い、死、葬式」が大きく変わってきており、家が担っていた役割が
失われてきています。一方で死を家の役割（自宅死）として取り戻していく人たちもいる。終末期の患
者さんの自宅での看取りの事例を取り上げながら、家が捨てたもの（役割）を取り戻していくことが必
要ではないか。在宅の死を可能にするためには、今後さらに連携やネットワークが求められ、介護福祉
士にも看取り支援の役割が求められていると述べられました。

詳細な報告は、介護福祉士会ニュースVol.119に掲載されています。ご覧ください。
報告：岡山地区　土屋　教子

次回第21回全国大会は京都で行われます。
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日時：平成25年12月16日（月）13：30～15：30
会場：サンライフ笠岡

� １．賛助会員について
� ２．理事・代議員の選出について
� ３．平成26年度事業計画（案）について
� 　　　・研修委員会
� 　　　・技術指導委員会
� 　　　・調査研究委員会
� 　　　・広報委員会
� 　　　・ハレルヤ隊
� 　　　・仮称　長野県地域福祉部（OB対策）
� ４．養成校入会説明会時の映像作成、説明者の人選について
� 　　　・卒業式・入学式出席者人選もあわせて検討

� １．平成25年度介護フェア報告
� ２．第20回全国大会inとっとり　報告
� ３．日本介護福祉士会　20周年記念
� 　　　・表彰者について
� 　　　・事例発表者について
� ４．第20回岡山県保健福祉学会（H26/１/27）出席者�
� ５．会員入会状況について
� ６．日本介護福祉士会　全国理事選出について

委員会活動報告
〜第４回　総務委員会〜

井 笠 地 区

総務委員会参加者の声

検
討
事
項

報
告
事
項

　新 見 地 区
日時：平成25年10月17日（木）
会場：まなび広場にいみ

・地域に出向いてもらうのはうれしい（的場）
・いろいろな人とふれあえるのでうれしい（横山）
・岡山は広いと感じた（中濱）
・初めて参加したが、出来ることは協力したいと思った（池田）

　★ファーストステップ研修

　★実務者研修教員養成講習会

　★実習指導者講習会

受講ご希望の方は、申込み用紙が届きましたら随時お申込みください。

平成26年度開催予定
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ケアハウス　あいの泉 美作学園

株式会社ＱＯＬサービス 特別養護老人ホーム　さつき園

東洋羽毛中四国販売株式会社 丸大食品株式会社　中四国特販営業課

特別養護老人ホーム　愛光苑 株式会社誠屋

株式会社ほそだ 順正高等看護福祉専門学校

日本福祉大学中国・四国地域ブロックセンター岡山 特別養護老人ホーム　恵風荘

旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス 医療法人福嶋医院

西尾総合印刷株式会社 友野印刷株式会社

特別養護老人ホーム　パインスクエア ローブリーク

玉野総合医療専門学校 中国短期大学　専攻科　介護福祉専攻科

社会福祉法人　第２まこと会 株式会社大塚製薬工場

くらしき総合福祉専門学校 株式会社ＧＩＲＡＳＯＬＥ

森脇法律事務所　弁護士　森脇　正 株式会社両備ヘルシーケア

株式会社建築資料研究社　岡山支店

ご支援ありがとうございます

平成26年度岡山県介護福祉士会

賛 助 会 員 募 集

当会の趣旨、目的に賛同頂ける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、事務局までお問い合わせください。
資料を送付させて頂きます。
TEL：086-222-3125�岡山県介護福祉士会事務局

平成25年度賛助会員の皆様
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みんなの広場

ほっとステーション

リフレッシュ

　先日２連休を利用して旧友とその友人達と九州旅行に行き、学生

時代を思い出し、とてもいい気分転換が出来ました。�

　九州は福岡の小倉というところに、11月末に4DXという体感型

映画館ができました。�

　そこでパシフィックリムという洋画が上映されると聞き、今回の旅行が計画されました。�

　せっかく九州に行くんだから、映画だけでは……ということで同県内のアミューズメントパーク、ス

ペースワールドに行くことになりました。そこは中学の修学旅行で行った場所で、旧友と思い出話に花

が咲きました。�

　行ってみると、新しくザ・ターンというジェットコースターが増設されていたり、逆に無重力体験やムー

ンウォーク体験施設などがなくなっていたりと、当時とは少し変わっているところもありました。何よ

りも変わった、時の流れを感じたのは観覧車に乗ってからで、頂上に近づくにつれ見える景色、それは

中学のときの記憶とだいぶ違うものでした。中学のときは広がる海に夕日が映りとても綺麗だったのが

印象的でした。しかし、大型のショッピングセンターなどができ、大量の車で埋めつくされている地上。

ただの記憶違いかも分かりませんが、こんなにここから見える海は遠かったかな、と昔に思いをはせて

しまいました。その後、年甲斐も無くコーヒーカップやメリーゴーランドなどにも乗り、学生というか、

童心に返ったような気持ちで楽しみました。

　4DXという新しい体験をしにいったのに、思わぬ懐かしさ、学生の頃の気持ちを思い出せてとても充

実した２日間を過ごせれました。� （ペンネーム：中山　操）

1

〜たかちゃんのかんたん10分間クッキング　No.1〜　高齢者の喜ぶおやつ

焼き上がりはラップをして一晩おくとしっとりして美味しいです。
今回は、バナナを細く輪切りにし、紅茶の葉を混ぜ混みました。甘いのが良ければ砂糖をもう少し入れて下さい。
私の職場では大人気メニュー。簡単で美味しく体にも優しいおやつです。� （美作地区：小林　貴子）

１．�おからをラップなしで耐熱容器に入れてレンジで10分。
加熱後かたまりのないようにほぐす。

２．バターをレンジでやわらかくする。
３．�ボールに卵と砂糖を入れ泡立てる。豆乳とバターも入れ
混ぜる。

４．�小麦粉とベーキングパウダーをふるいあわせおからと一
緒に３のボールの中へ。さっくりと混ぜる。

５．�パウンドケーキ型に入れて180℃で50分焼く。

材　料
卵� ２個
砂糖� 50グラム
バター� 100グラム
豆乳� 大さじ３
小麦粉� 100グラム
ベーキングパウダー�こさじ１
おから� 200グラム

【簡単】豆乳おからケーキ
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みんなの広場

ほっとステーション

 

ほっとステーションへの投稿をお待ちしています

あなたの職場の様子や利用者さんとの
日々のやりとりを教えてください。
同じ“介護”で働く皆さんが共有できる、
そんな情報をお待ちしています。

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
池本　　誠 小山　政典

岡山県介護福祉士会
広報委員会

編 集 担 当

2

今年一番楽しかったこと

　私は、地元の女子サッカーチーム湯

郷ベルが大好きです。９月に広島で行

われたリーグカップ決勝戦の応援に

行って来ました。初の決勝戦進出。

おおいに盛り上がりました。準優勝

でした。　　　　　　　　　　　　

　普段は仕事帰りに練習見学に行くのも楽

しいです。サッカーから離れると選手の皆

さんは普通の女の子。湯郷の町で普通に生

活してて良く見かけます。地域の皆さんに

愛されている湯郷ベルが大好きで応援して

ます。�

� （美作地区：小林　貴子）


