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第３代会長に就任して
� 一般社団法人�岡山県介護福祉士会�会長　安　達　悦　子

　今年度の通常総会において、第３代の会長として承認されました。

　岡山県介護福祉士会は、平成４年12月８日に27人の発起人の方を中心に職能団体を設立しま

した。平成20年１月８日に「社団法人」を取得し、平成24年５月18日に一般社団法人に移行し

ました。この間には、介護職員への処遇改善が行われ、喀痰の吸引など一部医療行為が可能に

なるなど法律の一部改正が行われました。介護福祉士にはより高度な知識・技術と倫理が求め

られるようになりました。

　職能団体が活躍した20年の歴史の上に立って、今後後退することがないよう、責任の重みを

感じているところです。私の上司の言葉を借りると、現状維持は後退と同じことと言います。

介護福祉士が魅力ある資格として確立できるように、会員の皆さんの熱い思いとご協力、ご指

導ご鞭撻をいただき前進したいと思います。よろしくお願いいたします。



平成 26年 7月（2）らしんばん

平成26年度　一般社団法人岡山県介護福祉士会　理事会　報告

　平成26年度　一般社団法人岡山県介護福祉士会理事会が、13名の理事が出席し、開催された。

《理事会議題》
＊第1号議案　新役員人事
　平成25年度３月に行われた代議員選挙について、藤田選挙管理委員より報告された。
　平成25年度３月１日に平成26年度・27年度の代議員選挙公示を行い、３月15日に立候補募集（届
出）を締め切った。その結果、有効と認められた立候補者総数56名が代議員定数56名と同数となり、
代議員選挙細則　第21条により、立候補者全員が無投票当選となった。また、理事予定者につい
ても新代議員より候補者を選出しており、５月17日社員総会時に選任される予定となっている。（５
月17日、社員総会にて選任された）＊新代議員・新理事名簿については、別ページ参照＊

＊第2号議案　平成25年度事業報告・決算報告（案）について
　事業報告については湯川副会長より、決算報告については事務局より報告した。
　伴藤監事より、平成25年度の決算について監査を行い、内容が正当にして正確であった事が報
告された。
　理事から調査・研究委員会の活動について質問があり、前年度と今年度は介護福祉士会の記念
誌作成のため、成り立ちについて調べたり、資料を集めている旨の説明があった。

　第１号議案・第２号議案について、承認された。

その他報告事項
　⑴　理事について
　⑵　会員入会状況報告
　　　�平成24年度より会員数が111名増え平成26年�

４月１日現在で1,206名。
　⑶　岡山県介護福祉士会各種事業・会議日程表

　また、
　・各地区の活動について、各地区から参加している理事より平成25年度実績・平成26年度計画
　等について報告があった。

　平成26年５月17日（土）14：00 ～ 15：00
　平成26年度　一般社団法人岡山県介護福祉士会　社員総会が開催された。
　（出席代議員33名　委任状出席代議員22名　欠席１名）

＊理事会議案に第３号議案　平成26年度事業計画・収支予算を加え審議・承認された。

� （報告：石原　愛）
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新体制のお知らせ

岡山地区　会員数：357� 代議員選出人数：11名

1 会　長 安　達　悦　子 有料老人ホーム結びの杜ホーム

2 副会長 齋　藤　七七重 障害者支援施設竜ノ口寮

3 土　屋　教　子 NPO岡山聴覚障害者支援センター

4 横　山　やよい グループホームはなみずき

5 ★�上　所　英　司 岡山赤十字老人保健施設玉野マリンホーム

6 山　縣　香　織 岡山赤十字老人保健施設玉野マリンホーム

7 理　事 松　島　智枝美 特別養護老人ホーム旭川敬老園

8 水　内　　　誠 グループホームよしい川

9 児　嶋　　　舞 グループホームこまくさ

10 吉　森　千枝子 特別養護老人ホーム若宮園

11 柴　田　育　子 特別養護老人ホーム旭川敬老園

倉敷地区　会員数：252� 代議員選出人数：10名

1 理　事 田　中　美保子 特別養護老人ホームますみ荘

2 三　宅　真奈美 川崎医療短期大学

3 増　見　富海子 特別養護老人ホームみゆき園

4 守　屋　裕　江 特別養護老人ホームあすなろ園

5 内　藤　佑　弥 特別養護老人ホームみゆき園

6 南　　　多喜子 倉敷中央デイサービスセンター

7 守　屋　真　季 特別養護老人ホームグランデパール

8 塚　本　秀　之 介護老人保健施設倉敷老健

9 理　事 ★�吉　田　和　明 しげい病院

10 若　狭　幸　子 松田病院

東備地区　会員数：106� 代議員選出人数：7名

1 理　事 土　井　美　和 特別養護老人ホーム大ヶ池荘

2 瀧　川　智　子 特別養護老人ホーム深谷荘

3 林　　　彰　子 特別養護老人ホーム長船荘

4 頓　宮　美　樹 特別養護老人ホーム紅葉川荘

5 大　森　玉　恵 グループホームアネシス

6 小　林　麻　雄 老人保健施設エスペランスわけ

7 理　事 ★�甲　加　勇　樹 老人保健施設エスペランスわけ

真庭地区　会員数：58� 代議員選出人数：6名

1 理　事 ★�山　根　寿　子 介護老人保健施設ゆうあい

2 森　谷　謙　作 施設介護サービス高瀬ヒルサイドテラス

3 菅　原　摂　子 介護老人保健施設ゆうあい

4 難　波　めぐみ 湯原温泉病院

5 織　田　正　樹 特別養護老人ホーム檜山荘

6 鷲　塚　幸　子 特別養護老人ホーム神庭荘

美作地区　会員数：167� 代議員選出人数：8名

1 副会長 田　渕　美野里 サンキウエルビィ株式会社津山センター

2 副会長 湯　川　美帆子 居宅介護支援事業所イーエスサウスヒルズ

3 須　江　裕　子 美作大学短期大学部

4 池　上　房　枝 デイサービスセンター奥津広済園

5 高　矢　千　晶 特別養護老人ホーム高寿園

6 小　林　貴　子 グループホーム湯郷

7 入　木　麻希江 鏡野町社会福祉協議会

8 河　島　友　美 救護施設津山広済寮

新見地区　会員数：25� 代議員選出人数：4名

1 畑　本　英　子 新見公立短期大学

2 理　事 ★�磯　田　明　枝 認知症高齢者グループホームわが家

3 田　辺　昌　江 小規模多機能型居宅介護事業所福の木

4 小　山　政　典 特別養護老人ホーム唐松荘

高梁・総社地区　会員数：96� 代議員選出人数：6名

1 理　事 石　原　　　愛 グループホームやすらぎ荘

2 仲　田　基　代 特別養護老人ホーム吉備高原賀陽荘

3 理　事 ★�貝　原　けい子 サンキウェルビィ介護センター総社

4 岡　　　晶　子 総社市社会福祉協議会

5 大　森　幹　人 老人保健施設ゆうゆう村

6 瀧　本　大　輔 小規模多機能ホームれんげ

井笠地区　会員数：47　　　　　　　　代議員選出人数：4名

1 的　場　範　子 居宅介護支援事業所介護計画センター桃花

2 理　事 ★�佐　藤　ひづる ケアハウス四季が丘

3 前　川　洋　子 介護付有料老人ホームドルフィン笠岡

4 池　田　和　彦 ヘルパーステーション四季が丘

外部理事（3名）・監事（内部・外部各 1名）

1 理　事 堀　部　　　徹 NPO法人岡山県介護支援専門員協会　会長
老人保健施設エスペランスわけ　施設長代理

2 理　事 刈　谷　哲　博 岡山県社会福祉士会　元会長

3 理　事 福　嶋　啓　祐 岡山県老人保健施設協会　元会長
医療法人福嶋医院　理事長、院長��

4 監　事 田　中　一　宏 田中会計税務事務所　所長

5 監　事 伴　藤　雅　子 介護支援センターむつみの園

★は地区部長

美作地区の地区部長は「中尾行夫／グループホーム美湯の里・湯気の里」です。

各部委員長

総務委員長� 田　渕　美野里

研修委員長� 松　島　智枝美

広報委員長� 石　原　　　愛

調査研究委員長� 湯　川　美帆子

介護技術指導委員長� 齋　藤　七七重

一般社団法人　岡山県介護福祉士会（平成26・27年度）� 56名
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　日本介護福祉士会は1994（平成６）年に誕生し、2014

（平成26）年に創立20周年を迎えました。それを記念する

と同時に、介護福祉士・介護福祉士会の在り方や役割を

改めて見直し、未来の介護について日本介護福祉士会が

決意表明を行う場として、日本介護福祉士会創立20周年

記念式典を開催しました。

　平成26年２月22日（土）23日（日）に東京ビッグサイ

トで記念式典が行われました。岡山県介護福祉士会から

は介護福祉士会に貢献してきた神寶会長、田渕副会長、

草加事務局長の三名が式典の中で表彰されました。また、岡山県介護福祉士会を代表して倉敷老健の倉上

誠さんが事例発表をしました。

日本介護福祉士会

創立20周年記念式典

　平成26年２月22日、昨年介護福祉士の資格を取得したばかりの私が、事例発表の発表者として日本介

護福祉士会、創立20周年記念式典で皆様の前に立たせていただく事になりました。

　私は、思いがけない大役だったため、緊張と不安が入り交じった心境でした。

　そんな時、石橋真二会長をはじめ、先輩介護福祉士からの励ましの言葉をいただきました。その励ま

しの言葉を受け、「私は、他人の前に立ち発表するのではなく、仲間と言葉や知識、感情を共有する場所」

と思えるようになりました。

　事例発表を通して、介護は日々切磋琢磨し、生涯学び

続けられる素晴らしい仕事だと、再確認しました。

　私は、介護福祉士という専門職として歩み続けて行き

ます。

� （倉敷地区：倉上　誠）
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　１月26日（日）玉野総合医療専門学校にて、平成25年

度　岡山・倉敷地区合同　初任者研修会が行われ、岡

山県内から24名の参加がありました。上所さんが講師と

なり、午前は介護職に必要な視点や役割、排泄ケアのポ

イント等の講義があり、午後からは介護技術指導部の上

所英司さん、同指導部の平井弘治さんと松島智枝美さん

も加わり、片麻痺の方を想定したベッド上での移動・体

位変換、臥床状態から車いすに移乗するまでの介助過程

を３グループに分かれて実践しました。それぞれ講師の方

が付き添い、ポイントも付け加えながら行われ、戸惑い

ながらも集中して実技が行われました。最後に食事と緊

急時の対応の講義があり、会は閉会しました。

� （報告：荻野　明弘）

　平成26年３月11日（火）赤磐市いきいき交流センター

にて、医療法人紀典会北川病院　看護士長　実盛美幸

氏を講師にお迎えし「記録について（業務の中で必ず

ついて回る…キロク…研修に参加して自信を深めませ

んか？）」というテーマで講演していただきました。

　なぜ記録が必要なのか？どう書けば良いか？といっ

た疑問に、資料や事例を用いて講演して下さり、『あ

るある！』『うちもうちも！』などの賛同の声やうな

ずきがあったり、『成る程！』と納得出来る説明があっ

たりで参加者全員が聞き入っていました。人間として

生まれてきた私たちが、言葉だけでなく文字という形

に残る手段を上手に扱う事で、利用者のQOLを高め、

家族との信頼関係を深め、帰属する施設を発展させ、

そして自分自身を守る事が出来るのではないでしょう

か。業務の中の１つとして、相手や自分にも伝わる簡

潔明瞭な記録を目指していきたいと思いました。

　20の施設から会員・非会員を含めた30名の参加があ

り、時間があっという間に過ぎた研修でした。

� （報告：頓宮　美樹）

●倉敷地区〔カテゴリー：介護福祉士のための介護技術〕

●東備地区〔カテゴリー：記録と報告〕
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　平成26年３月６日（木）久世エスパスにて津山医研・石

原努氏を講師に迎え「福祉用具の意義と活用～身近な介

護用品を見直そう～」と題して研修会を開催しました。

　まずカタログを元に講義が進められ、ポータブルトイレ

の選定のポイントや種類に応じた特性、使う人に合った選

び方など、専門家からの視点でアドバイスを頂きました。

次に実際に歩行器や車椅子を用いて解説が行われました。

　他地区から５名の参加があり中には遠方から来られた

方もありました。計31名の参加者は熱心に研修を受け、

活発な質疑応答で約１時間半の研修会はあっという間に

終了となりました。

� （報告：山根　寿子）

●真庭地区〔カテゴリー：福祉用具の意義と活用〕

平成26年度 初任者研修会開催スケジュール
カリキュラム 研修時間 Ｈ 26年度

担当地区 開催内容

1　介護福祉士の専門性と職業倫理 2 真庭地区 開催日：未　　定
※内容が決定次第、お知らせいたします。

2　介護福祉士の法律と関連する制度政策
　　１　介護福祉士の資格制度成立まで
　　２　�社団法人日本介護福祉士会の設立に向けて、取り組みと

職能団体の役割
　　３　法律上定められた介護福祉士の位置づけと義務について
　　４　介護福祉士と社会保障の関連制度

1 県介護福祉士会

開催日：平成 26年 8月 1日 ( 金 )
　　　　16：00～ 17：00
会　場：岡山県総合福祉会館 4階�大研修室
講　師：特別養護老人ホーム旭川敬老園
� �三村�ゆかり�氏

3　介護福祉士の仕事とコミュニケーション
　　・コミュニケーション技術 1.5 井笠地区 開催日：未　　定

※内容が決定次第、お知らせいたします。

4　介護福祉士の基本的態度 1 美作地区

開催日：平成 26年 9月 26日（金）
会　場：津山市総合福祉会館　3階　会議室
講　師：��日本介護福祉士会�介護実技講習会指

導者・介護福祉士
5　介護福祉士のための介護技術

新見地区
東備地区
日時を変えて
２会場で実施

新見地区　8月頃予定
東備地区　平成 27年 1月下旬予定

１　よりよい介護を目指した介護技術 1.5
２　移動の介助 2
３　食事の介助 1
４　排泄の介助 1
５　緊急時の対応 0.5

6　介護過程の展開 5�
（うち演習３） 県介護福祉士会

開催日：平成 26年 8月 1日 ( 金 )
　　　　10：00～ 16：00
会　場：岡山県総合福祉会館 4階�大研修室
講　師：旭川荘厚生専門学院�藤原�美恵子�氏

7　記録と報告 1.5
（演習） 岡山地区

開催日：平成 26年 7月 13日（日）
　　　　10：00～ 12：00
会　場：旭川荘研修センターよしい川
講　師：北川病院�看護師長�実盛�美幸�氏

8　介護福祉士のための医学知識
　　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　廃用症候群

1.5 倉敷地区 開催日：未　　定
※内容が決定次第、お知らせいたします。

9　福祉用具の意義と活用 1.5
（実技） 高梁・総社地区 開催日：未　　定

※内容が決定次第、お知らせいたします。
合　　　　　計 21
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日時：平成25年12月15日（日）～16日（月）９:00～16：50　　会場：美作大学　美作短期大学�

　この「介護技術講習指導者養成講習会」では、総合的な知識・技術を身につけていただき、介

護技術の向上、普及及び技術指導をし、現場の後継者育成ができる方を養成することを目的にし

ています。

　講師は、県介護福祉士会介護技術指導部の田渕美野里さん（副会長）と須江祐子さん（美作大

学短期大学部）。

　参加者は、26名。東京など県外の介護福祉士会のメンバーの参加もありました。

　12月開催のため、道路が凍結したり雪で行けなくなるのではと心配していましたが、無事に２

日間の講習会を終了することができました。

　　平成25年度 介護技術講習指導者養成講習会報告

　介護福祉士になってずいぶんとなります。以

前に勤めていた施設では作業療法士や理学療法

士から、移動、移乗、ポジショニング、食事介

助など基本的な介護技術については教わりまし

た。その後、自分自身の介護技術について確認

や点検する機会もないまま、我流になっていた

ように思います。

　この度、改めて自分自身の介護技術を見直し、

学ぶために受講しました。

　講習会では、介護場面についての講義と演習

で学び、最後には受講生同士で介護技術の模擬

評価も体験しました。

　経験だけでなく、理論に裏付けされた技術が

求められることを再確認しました。また、指導

者として、行った介護技術を客観的に評価でき

る目や理由や根拠がきちんと言える力が求めら

れます。私にとっては、なかなか難しい課題で

した。演習や模擬評価場面では、介護場面を設

定して介助者、高齢者、評価者のそれぞれの役

を担ってお互いにドキドキハラハラしながら介

護技術の評価をしあいました。

　この講習会を通して、新たな仲間との出会い

も生まれました。想いを共有できる仲間って良

いですね。� （報告：土屋　教子）
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　今年度は３回の研修会と毎年行っている介護相談、懇親会を行いました。

　内容は第１回研修会が９月28日に行われた『薬の基礎知識を知る　～副作

用について～』です。普段、我々はご利用者様と関わる際に様々な薬を扱う

ことがありますが、副作用などについてはあまり理解できていませんでした。そういった不安も含め

この研修会を開催しました。第２回研修会は11月24日に行われた『高齢者のための安全で楽しいレク

リエーションの展開』です。この研修会では参加者が実際にレクリエーションを体験するように企画

されており、笑顔を見せながらの研修会となりました。第３回研修会は平成26年１月26日に倉敷地区

との合同研修会で初任者研修と兼ねました。『介護福祉士のための介護技術』というテーマで行い、実

習もあったため普段の方法との違いや悩んでいることをお互いに情報交換しました。この研修会では

介護福祉士会の中にある介護技術指導部の方々に講師を担当していただきました。

　また、全国一斉介護相談では旭川荘よしい川キャンパスで行われた地域との交流祭りに参加し相談

ブースを設置しました。相談の中では、福祉の現場で働いている方が「現場のことで悩んでいたが話

を聞いていただきアドバイスもいただけたのでこれからもやっていけそうです」と言われて帰られた

のが印象的でした。

　最後に岡山地区では毎年恒例にしていきたいと思っている懇親会が開催されました。３月15日に岡

山駅にほど近いお店を舞台に10名ほどの会員さんが集まり悩みを相談したり情報交換をしました。

　平成26年度も会員間の交流が行えるような活動・事業を行っていきたいと思います。

� （報告：上所　英司）

　３月28日（金）井原

市内の「くらら」にて、

参加者８名で地区の懇親

会が開かれました。

　自己紹介から始まり、新役員紹介、研修予定等

の説明があり、美味しい食事に舌鼓を打ちながら、

とても和やかな雰囲気の中で会が進んで行きまし

た。若い方の参加もあり、今後の井笠地区の盛り上

がりを予感させるような会となりました。

� （報告：中濱　匡美）

岡 山地区

井 笠地区

　地区活動報告平成 25年度
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≪総務委員会検討事項≫
（１）　平成26年度事業計画案・予算について
（２）　平成26年度社員総会日程
　　　　→５月17日（土）13時～ 15時
　　　　　岡山県総合福祉会館にて開催予定
（３）　賛助会員について
　　　　→年会費は、団体は１口20000円、個人は１口10000円とする。
　　　　　規則第９号として、理事会に諮り、制定された。
（４）　平成26年度初任者研修　担当地区カテゴリーについて
　　　　　開催日時が重ならない様に、各地区の研修委員が集まり調整する。
　　　　　�「介護福祉士のための介護技術」について、昨年度は岡山地区・倉敷地区の合同開催だったが、今年度は、

多くの会員に受講してもらうため、新見地区・東備地区の２ヵ所で開催する。（詳細は７ページ参照）
（５）　養成校　卒業式・入学式出席者について
（６）　理事・代議員の選出について
（７）　生涯研修ポイントについて
　　　　→�平成26年４月より、日本介護福祉士会にて生涯研修制度におけるポイント制度の活用として、100ポイント

で1000円の研修受講券配布が開始となる。
　　　　　�岡山県独自でおこなっていた岡山県介護福祉士会主催の研修に10ポイントで１回無料で参加できるシステ

ムも続ける。

≪報告事項≫
（１）　会長会報告
（２）　日本介護福祉士会　全国理事選出について
　　　　→岡山地区　齋藤七七重さん　全国理事に決定した。
（３）　介護の仕事　出前講座アンケート報告
（４）　会員入会状況報告
（５）　各地区報告
（６）　その他報告事項

≪理事会議題≫
＊第１号議案　平成25年度事業計画・収支予算（案）について
＊第２号議案　規則第９号　賛助会員に関する規則（案）
　承認されました。

また、
・介護福祉士の資格取得方法の見直しの施行延期について
・�会員数を増やし、組織率アップさせるため、介護福祉士会のＰＲがま
だまだ必要

・�南海トラフ地震について、危機管理システムや介護福祉士会としてのマニュアル作り等
　について、意見が交わされました。
� （報告：石原　愛）

一般社団法人岡山県介護福祉士会
総務委員会・理事会　報告

平成25年度報告
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一般社団法人岡山県介護福祉士会
総務委員会・理事会　報告

県介護福祉士会からのお知らせ

 平成26年度年会費納入について

　今年度の会費納入のスケジュールをお知らせします。預金口座振替をお
手続きされている継続会員様は、5月27日（火）にご登録の口座から引き
落としさせて頂いております。引き落としが間に合わなかった会員様は、６
月26日（木）に再度引き落としをいたしますので、口座のご確認をお願い
いたします。（年会費9,000円）お手続きされていない会員様は６月中に振
込用紙が郵送されます。そちらの用紙にてお手続きください。今年度も引
き続き、皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

　年度が変わり、住所、職場等の変更はございませんか？
　登録内容について変更がございましたら、変更届のご
提出をお願いいたします。
　また、退会につきましても同様、必ずその年度中に退
会届をご提出下さい。様式は、事務局へご連絡頂ければ
送付いたします。またホームページからも取ることができ
ます。

 会員登録についての注意
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ロボットスーツ HAL®福祉用は、 
「歩きたい」という想いに応える自立動作支援ロボットです。 

日本福祉大学 岡山オフィス  

施設向けの各種研修・講座を開講しています。
施設単位でのご相談も含め、お気軽にお問い合わせください。

医療・福祉現場代表起業家代表教育者代表主婦代表ビジネスマン代表学生代表

福祉のチカラが、これからの日本を支える。 
12,000名の在学生と、67,000名の卒業生が、ひとつにつながり明日を変える。

ex) ・介護職の方を対象にした医学的知識を学ぶ研修会
 ・ケアプラン作成に関わる事例研修会
 ・各種国家試験対策講座　　など

www.n - fukush i . a c . j p

TEL :（086）803-5222
〒700-0907　岡山県岡山市北区下石井1-1 -3  日本生命岡山第2ビル4階
FAX:（086）227-0013　　E-ma i l : okayama@ml .n - fukush i . a c . j p
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　25 年４月から新制度での介護職員初任者研修講座（旧２級
ヘルパー）がスタートし１年が経過しました。株式会社ステッ
プでも介護職員初任者研修でご好評頂いております。26 年 11
月からは介護職員実務者研修もスタートします。出来るだけ多
くの方に受講しやすく充実した講座をご提供出来るよう貢献し
てまいります。
　実務者研修など最新の情報は決まり次第ホームページ（ス
テップ岡山）を更新しています。
　これからも地域に貢献して皆様に愛されるスクールとして歩
んでまいります。

岡山駅前校

お問い合わせ

086-212-1270

岡山市北区幸町9-22　樹宝ビル2F
岡山駅より徒歩約 10分
近隣有料駐車場有り
昼間　最大上限 500円～
夜間　180分 100 円～
詳細地図はホームページにてご覧下さい。
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宅配開始

腎臓病・肝臓病・心臓病・糖尿病など
『生活習慣病』が気になる方、

介護食にお悩みの方および非常食の必要な方。

お医者さん、栄養士さんから

食事制限の指示がでている方へ
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岡山市介護特区製品勉強会開催します！

お問い合わせは

〒701-0203 岡山市南区古新田 1117-1

ダイヤ工業株式会社　第五営業部　森永迄

TEL086-282-1245　FAX086-282-1246

MAIL morinaga@daiyak.co.jp

パワーアシストグローブ (岡山市介護特区適応製品 )の勉強会行います。日常生

活を握力支援を行うことでサポートする介護ロボットですが実際に使ってみない

と分からないという声にお応えします。

倉敷

○倉敷駅前診療所

〒716-0005   岡山県高梁市川端町5-2
TEL（0866）56-3666/FAX（0866）56-3667

厚生労働大臣指定

岡山県知事指定

岡山県知事指定
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学校法人

本山学園
〒700-0913 岡山市北区大供3-2-18
TEL.086-223-8822（JR岡山駅より徒歩10分）

検 索本山学園 資料請求（無料）

岡山医療技術専門学校

インターナショナル岡山歯科衛生専門学校

西日本調理製菓専門学校

介護職員初任者研修実施

調理 製菓 パン カフェ

理学療法 作業療法

医療事務 歯科衛生

面倒見が良い学校NO.１。高い試験合格率で、あなたの夢を強力サポート
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本　　　社
〒700-0035  岡山市北区高柳西町1-23
TEL.086-255-1101㈹  FAX.086-253-2965
http://www.tomono.co.jp

大阪営業所
〒534-0024  大阪市都島区東野田町2-8-14 
TEL.06-6353-6977     FAX.06-6353-6181

パンフレット
リーフレット

ホームページ

電子書籍
電子出版

CD-ROM
DVD-ROM

データベース･
Webシステム
構築

卒業アルバム
記 念 誌

D  M

ポスター
チラシ

Cross
Media
Solution

さらなるデジタルクリエイターを目指して

友野印刷は情報伝達の
スペシャリストを目指します。

様々な情報を加工し、印刷、Web、DB、電子出版等、

最適な情報伝達方法をご提供
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（一社） 岡山県介護福祉士会　会報誌 「らしんばん」

一般社団法人

キ
リ
ト
リ



 

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。

みんなの広場

ほっとステーション
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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
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

〜たかちゃんのかんたん10分間クッキング　No.2〜　高齢者の喜ぶおやつ

� （美作地区：たかちゃん）

①�バターと砂糖を混ぜる。バターはレン
ジで加熱し柔らかくする。
②�①に小麦粉と片栗粉を混ぜる。ポロポ
ロしてますが混ぜるうちにまとまりま
す。
③型で抜く。
④170度のオーブンで15分焼く。

材　料
バター� 50グラム
小麦粉� 50グラム
片栗粉� 50グラム
砂糖� 30グラム

混ぜるだけ簡単　片栗粉クッキー

　聴覚障害者、手話と関わりを持って20数年になります。手話通訳士の資格も取得して、依頼があれば

手話通訳者としても活動をしています。手話通訳も単に言語の置き換えだけでなくそれぞれの場面に応じ

ての言語（手話）の翻訳技術、聴覚障害者への援助の方法など奥が深く、日々学びです。また、仲間と

NPO法人を立ち上げ、岡山市内の古民家で高齢聴覚障害者（ろう者）のサロン（集い）を週２回開催し

ています。

　当事者の方々が手話でコミュニケーションできる場として、楽しく愉快に集っています。

　聞こえないという障害から情報不足は否めません。しかし、仲間と集い合うなかで色々なことを学び合

うことができています。「手話通訳という制度があるんじゃ、へぇ知らなんだ」「元

気で大丈夫と思っていたけど、特定検診は受けた方がええんじゃなぁ」「年をとると

物忘れがひどくなったり、人から手助けを受けないといけなくなるんじゃなぁ」な

ど見て、経験するなかで学ばれています。年を重ねても人は成長するんです。

　興味関心がある方は、ぜひお立ち寄りください。お待ちしています。

� （岡山地区：土屋　教子）


