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　いつも穏やかでまるでお母さんのような春子さん。お正月は地元の神社に初詣へ出か

けました。「お参りに行ったらなんか気持ちが違うわ。これで１年元気でおれます。」ととっ

ても喜ばれたお正月でした。お節の盛り付けや書き初めも楽しまれました。今年も一緒

に笑顔で元気に生活が出来たら幸せです。

� グループホーム湯郷　　小　林　貴　子
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平成26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

535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青年隊「晴れる家ハレルヤ」のイベントが会場を沸かせました。岡山県消費生活センター

による「だまされないで！悪徳商法」の話しと、毒蝮三太夫さんをお迎えし記念講演が行われました。

介護フェアが、一人ひとりが現在の介護について考えるきっ
かけになると思います。また、介護福祉士養成校においては、
多くの学生が志願されることを心より祈っております。
� 中国短期大学　専攻科　介護福祉専攻　松井　圭三

他校の生徒同士が、お互いに盛り上げ合って楽しんでいる
姿がとても印象に残っています。自分たちの出し物も以前
から準備していたので、練習の成果をしっかり出す事がで
きたと思います。普段の学校生活では他校の生徒と関わる
ことがないので、この様な機会があると良い刺激になりま
す。最初から最後までとても充実していました。
� 岡山医療福祉専門学校　伊野田　早紀

介護フェアに参加させていただき、介護を知らない人に介
護の良いイメージを伝えることができたと思います。他の
養成校の発表を通して、同じ目標を持って頑張っている人
が大勢いることを知り、嬉しくなりました。これからも、
一般の方に介護の良さを伝えていけるように取り組んでい
きたいと思います。
� 岡山県立大学　介護福祉コース３年

お囃子をみんな心一つにして発表する事が出来ました。他
校の人たちと交流することもでき、よりよい介護を行う為
にはどのようにすればよいかを考えるとてもいい機会にな
りました。�
� 新見公立短期大学　地域福祉学科１年　東郷　真結　

平成26年11月９日（日）10：00～ 15：45　岡山県総合福祉会館大ホール
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「初めての手話を短期間で練習して舞台に立つと、思った以
上に緊張したけれど、みんなですると楽しかった。」「他校
の工夫を見て勉強になった。もっと努力をしようと思った。」
「介護の日に関心が持てた。」等、学生の感想がありました。
� 玉野総合医療専門学校　介護福祉学科１年生

本番ではどうなる事かと不安でいっぱいでしたが、いざ本
番になると皆一致団結し、舞台を楽しむ事が出来ました。
また、他校の方が一緒になって手話をされているのを見た
時、介護フェアを通して同じ道を進む仲間ができた様に感
じとても嬉しく思えました。今回サイリウムダンスという
出し物でも、皆さん楽しんで見ていただく事ができ、とて
も楽しい介護フェアでした。今後もこのようなイベントに
より多くの方が参加できるようになればいいなと思います。
� 順正高等看護福祉専門学校　山本　早苗

今回の介護フェアのために何度も集まって練習してきまし
た。そのため、みんなで団結しよい発表ができ、満足感でいっ
ぱいです。また、他校の学生さんの発表を見て勉強になっ
たことや改めて気づくこともあり、よい経験になりました。
� 川崎医療短期大学　桑田　未悠

介護を学んでいる自分たちに今何ができるかを考え、「認知
症」について創作劇をしました。楽しく見てもらいながら
も介護について知ってもらうことの難しさを感じましたが、
介護について自分でしっかり考える良い機会になりました。
ありがとうございました。
� 美作大学短期大学部　専攻科

介護フェアに向け、毎日みんなで「うらじゃ」の練習を頑
張りました。本番でも、会場全体で一緒に盛り上がること
ができ、とても楽しかったです。また他校の発表や企業の
展示などから、介護福祉士を目指す学生として多くを学ぶ
機会となりました。この体験を活かし、これからも良い介
護福祉士となるよう頑張ります。
� 旭川荘厚生専門学院　石原　花珠
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　今年も無事、介護フェアを開催することができ、たくさんの来

場者で賑わった１日となりました。

　中でも毒蝮三太夫さんの講演ではたくさんの笑い声があがる一

方で、「また明日から頑張ろう！」と思える介護にまつわる話を

聞くことができました。

　毒蝮さん特有のユーモアやブラックジョークには、お腹の底か

ら笑ってしまいましたが、そのなかでも“介護には３つのＫが必

要”というお話は特に印象深く心に残っています。

　私がパッと思い浮かんだ３つのＫとは、よく言われている「きつい」「きたない」「危険」という言葉でしたが、

毒蝮さんの言う“必要な３つのＫ”とは「経験」「コツ」「心」です。なかでも「心」については深く話しをし

て下さり、“気持ちが伝わるからいい介護ができる”“介護は気持ちがないとできないよ”と、優しい言葉や笑

顔でいる事の大切さを、改めて意識することができました。日々の業務の中、忙しさを理由に「心」を置いて

きぼりにしていないかと、自分を省みる良い１日にもなりました。何気なく過ごしている毎日の中で、今私達

が快適な生活ができているのも、お年寄りの方々が積み上げてきた社会があるからだという話もあり、自分の

身近にいるお年寄りの顔を思い浮かべては感謝の思いがわいてきました。

　最後に、「介護の仕事を楽しんで」と毒蝮さんからエールを頂き、ウルトラマンセブンの曲で退場されて行く

姿は、本当の介護ヒーローだと思いました。

� （グループホームこまくさ：児嶋　舞）
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1936年（昭和11年）３月31日生まれ。

昭和11年３月31日生（東京は品川生まれの浅草育ち）
昭和23年� 舞台「鐘の鳴る丘」でデビュー。この時12歳。
昭和29年� 高校卒業までに「東宝」「大映」の青春映画に出演する。
昭和34年� 日大芸術学部映画学科　卒業
昭和37年� 結婚
昭和43年� �日本テレビ「笑点」出演中に、立川談志の助言で本名

から芸名を改名。
昭和44年� �10月からTBSラジオ「ミュージックプレゼント」でパー

ソナリティとして活躍、現在に至る。
昭和48年� �株式会社「まむしプロダクション」設立と同時に社長

に就任。
平成２年� 「浅草芸能大賞奨励賞」受賞
平成５年� 日本老年行動科学会、「特別顧問」就任
平成11年� 聖徳大学短期大学部、「客員教授」就任
平成11年� ゆうもあ大賞グランプリ授賞
平成17年� 日本雑学大賞受賞
平成17年� 浅草公会堂前「スターの広場」に、まむちゃん手形公開！

本業は俳優。現在はタレントとしてラジオ・テレビで活躍中。

《主な出演番組》
ウルトラマン・ウルトラセブン（昭和41 ～ 42年）
青年の樹、ダイヤル110番、二人の事件簿、峠の群像
映画「潮騒」
NHKテレビ絵本「ルドルフとイッパイアッテナ」
日本テレビ「火曜サスペンス劇場」「箱根湯河原温泉交番」
NHK連続テレビ小説「ひらり」（平成４年）
NHK連続テレビ小説「天花」（平成16年）
※現在NHK教育テレビ「福祉ネットワーク」に出演中！
《主な著書》
「落語にラジオ」（彩流社）
「元気で長生きするコツさせるコツ」（グラフ社）
「老人学」共著（海拓舎）
「人生80、寝てみて７日」（リヨン社）
《講演テーマ》
『人と人とのふれあい』
『心の時代に…』
『マムシ流高齢社会を考える』
『マムシ流こころとからだの健康法あれこれ』
『まむしの防災よもやま話』
『人々と町とのやさしい関係があって地域は活性化する』など

介護フェア 記念講演

介護フェア 記念講演の感想

俳優／タレント

毒蝮 三太夫さん

講　　師
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 （順不同）

№ 展示・広告企業名 № 展示・広告企業名

1 東洋羽毛中四国販売株式会社　岡山営業所 17 明石被服興業株式会社　岡山支店

2 株式会社キャリアプランニング 18 利休株式会社

3 中央法規出版株式会社　広島営業所　 19 株式会社アイルリンク

4 岡山リハビリ機器販売有限会社 20 株式会社　ファミリー ･ ジョイ

5 医療法人誠和会　介護老人保健施設福寿荘 21 株式会社　ダスキン

6 日本福祉大学　岡山オフィス 22 株式会社 QOL

7 CYBERDYNE 株式会社 23 ビーンスターク ･ スノー株式会社

8 ライフメッセージ株式会社       24 株式会社トリコ　大阪支店

9 株式会社創心會 25 岡山県警察

10 株式会社 GIRASOLE『岡山ひまわり校』 26 株式会社アスティコ

11 友野印刷株式会社 27 ダイヤ工業株式会社

12 新青山株式会社 28 合資会社わらべごころ

13 株式会社パソナ岡山 29 有限会社ナカシマ建創

14 株式会社　誠屋 30 株式会社トンボ

15 株式会社　日本トリム 31 セイテック株式会社

16 森脇法律事務所

ご支援、ご協力ありがとうございました。

介護フェア来場者の感想
一般の参加者女性

Q：どこでイベントを知りました？
A：娘が福祉の学校へ行っているのでイベントを知りました。
Q：参加してみてどうですか？
A：�想像していた以上に面白いし分かりやすい。若い人の情熱が伝わって来ま
した。

Q：これからの介護福祉士に期待することはありますか？
A：�大変な仕事だと思います。働きやすい環境になるよう、少し考えて頂けた
らありがたいです。これから働く人、今働いている人を大切にすることは
大変な仕事ほど大切だと思います。

Q：�もし自分が介護を受けることになったら…
A：��今日も男性が多く、みんな口調も優しく感じています。親を思うような気
持ちで接してほしいと思います。

一般の参加者女性

Q：�どこでイベントを知りました？
A：�広告を見ていて、友人に誘われた。
Q：�参加してみてどうですか？
A：�去年参加して、パンフレットなどを頂いて母のことで役に立ちました。また、
今年も新しいものを頂いたので母の役に立ったらいいなぁと思っています。

Q：�これからの介護福祉士に期待することはありますか？
A：�母がデイサービスを利用していますが、核家族化で育っていて高齢者に接
する事が少ないのか、気に掛けてもらえない事があり時に不安に思うこと
があります。人として気に掛ける当たり前の事を当たり前に気に掛けて欲
しいと思います。

Q：�もし自分が介護を受けることになったら…
A：�親切で優しい人に介護をしてもらいたい。

一般の参加者男性

Q：�これからの介護福祉士に期待することはありますか？
A：�認知症についての取り組みをして欲しい。
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　初任者研修と地区の研修を同日に行いました。美作地区内
外から27名（会員外10名）の参加がありました。
　まず、初任者研修では、日本介護福祉士会倫理綱領を用い
て倫理と基本的態度の確認を行いました。介護福祉士の業務
の特徴と影響力は、生命・財産・将来を奪う可能性がある具
体的な話がありました。介護の基本の利用者本位と自立支援
の大切さを再確認することができました。最後に、介護福祉
士国家試験の過去問題を参加者で行いました。質の高い介護
福祉士としてあり続けるために、再学習の必要性を学び有意

義な研修になりました。
　次に、レクリエーションで、今話題の「偏愛マップ」を活
用してお互いを知りあうことから良いチームを目指す研修
を行いました。
� （美作地区：中尾　行夫）

日　時：平成26年９月26日（金）
場　所：津山市総合福祉会館
講　師：奥津広済園　池上　房枝　氏

同日地区研修会～レクリエーション～開催
講　師：老人保健施設虹　中塚　宏之　氏

●美作地区（テーマ：介護福祉士の基本的態度）

●新見地区（テーマ：介護福祉士のための介護技術）

●真庭地区（テーマ：介護福祉士の専門性と職業倫理）

　よりよい介護を目指した介護技術について研修会を開催
しました。
　午前中は、「人権を尊重する介護」「QOLを高め、よりよ
く生きることを支援する」「自己決定権を保障すること」「自
立を支援すること」「安全・安楽・快適を心がけた介護」の
介護に必要な５つの視点から介護福祉士としての役割につ
いて講義がありました。
　午後より、グループに分かれ、ボディメカニクスについて
講義を受けた後、移動や排泄（ポータブルトイレ）介助等に

ついて介護のポイントを分かり易く説明していただきまし
た。ボディメカニクスを理解することで、介助時の負担が
軽減されることを体感できました。また、利用者と介護者、
双方に負担がない介護方法についても学ぶことができ、有意
義な研修会となりました。
� （新見地区：田辺　昌江）

日　時：平成26年９月30日（火）
場　所：新見公立短期大学
講　師：美作大学短期大学部　須江　裕子　氏

　真庭市内外から24名の参加者がありました。
　まず、職業倫理について日本介護福祉士会の倫理綱領を用
いて御自身の体験談や参加者への質問を交えながら話して
いただきました。そして、チームワークが大切な職業である

日　時：平成26年11月13日（木）
場　所：久世エスパス
講　師：新見公立短期大学地域福祉学科
� 畑本　英子　氏
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　当日は地区内外から44名の参加者がありました。
　福祉用具に対しては多くの知識が必要で、使い方によって
は利用者の負担が増え適切な用具の提供が大切だと言われ
ました。
　車いすや電動ベッドを使用し実際に体験しました。また、
苦痛や負担が生じる部位について理論的に説明があり、大変
分かりやすかったです。現場でも車いすがあっていない利用

者がいないか再確認出来る良い機会になりました。
　福祉用具が日々進化している中で、私たち介護福祉士も
日々進化していけるよう努めていきたいと思います。
� （高梁・総社地区：大森　幹人）

日　時：平成26年11月21日（金）
場　所：総社市総合福祉センター
講　師：株式会社フロンティア　丸子　新　氏

●高梁・総社地区（テーマ：福祉用具の意義と活用）

こと、それを保つために職
場内で気をつける言葉づか
いや行動のポイントなどを
教えていただきました。
　次に、他者との考え方や
価値観の違いを感じること
のできるテーマのグループ
ワークを行いました。参加
者からは「自分の考えと違

う他の人の意見が聞けて勉強になった。」「相手の立場を理解

し、対応しないといけないことがわかった。」などの感想が
ありました。
　最後に、介護福祉士とし
て、人間として、利用者のそ
の人らしい生活を支えるた
めの人間杖であって欲しい
との言葉で締めくくられま
した。
�（真庭地区：難波　めぐみ）

地区開催　初任者研修会の予定

倉敷地区：介護福祉士のための医学知識　　3月８日（日）（ホームページに掲載）

平成27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 平成 27年度担当地区

1　介護福祉士の専門性と職業倫理 2 倉敷地区

2　介護福祉士の法律と関連する制度政策 1 県

3　介護福祉士の仕事とコミュニケーション 1.5 高梁・総社地区

4　介護福祉士の基本的態度 1 真庭地区

5　介護福祉士のための介護技術（２地区でそれぞれ開催します） 6 井笠地区・美作地区

6　介護過程の展開 5 県

7　記録と報告 1.5 新見地区

8　介護福祉士のための医学知識 1.5 東備地区

9　福祉用具の意義と活用 1.5 岡山地区

合　　　　　計 21

会場・日時等詳細が決定次第ホームページに掲載いたします。
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日本ハム東販売株式会社　大宮営業所 日本福祉大学
中国・四国地域ブロックセンター岡山

社会福祉法人 恵風会
特別養護老人ホーム 恵風荘

学校法人 川崎学園
川崎医療短期大学　医療介護福祉科

ローブリーク 株式会社大塚製薬工場 

株式会社GIRASOLE 社会福祉法人 鶯園 

株式会社QOLサービス 学校法人 本山学園 

株式会社パソナ岡山 社会福祉法人 鴻仁福祉会
特別養護老人ホーム 愛光苑

学校法人 順正学園
順正高等看護福祉専門学校 社会福祉法人 かぶと会 

医療法人 福嶋医院 医療法人 新風会（玉島中央病院） 

学校法人 旭川荘
旭川荘厚生専門学院　吉井川キャンパス 医療法人 喜多村病院 

リコージャパン株式会社　岡山支社 岡山県立大学 

東洋羽毛中四国販売株式会社 公益財団法人 日本レクリエーション協会 

友野印刷株式会社 社会福祉法人 しあわせの郷 

森脇法律事務所 社会福祉法人 松園福祉会 

ご支援ありがとうございます

平成27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26年度賛助会員の皆様

　  事務局からのお知らせ  …………………………………………………………………

　「らしんばん」のバックナンバー（平成10年～
18年）を探しています。
　お手持ちの方は事務局までご連絡ください。
　調査研究委員会で行っている「岡山県介護福祉
士会20年誌」の編纂作業に使わせていただきます。

岡山県介護福祉士会事務局　
〒700-0813　岡山県岡山市北区石関町２-1
TEL：086-222-3125　FAX：086-222-6780
okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp

連絡先
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平成26年度 介護相談活動
今年度も、岡山県介護福祉士会の事務局や岡山県介護福祉士会の
地区において介護相談を行いました。
この活動には、岡山県共同募金会の助成を受けています。
また、赤い羽根共同募金街頭活動にも参加しています。
参加していただいた会員の皆様、ありがとうございました。

介護相談 in 東備
（JAグリーン和気店）

赤い羽根
共同募金街頭活動介護電話相談

介護相談 in 岡山
（環境福祉フェアにおいて）
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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

http://www.tomono.co.jp

本　　　社
〒700-0035  岡山市北区高柳西町1-23
TEL.086-255-1101㈹ FAX.086-253-2965

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

info@tomono.co.jp

さらなるデジタルクリエイターを目指してパンフレット
リーフレット

ホームページ

会社案内
学校案内

CD-ROM
DVD-ROM

データベース･
Webシステム
構築

アプリケーション

D  M

ポスター
チラシ

Cross
Media
Solution

培 っ た 実 績 の

融 合 に よ り

最 適 な ご 提 案 を。

培 っ た 実 績 の

融 合 に よ り

最 適 な ご 提 案 を。



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。

平成 27年２月（16）らしんばん

石原　　愛� 土屋　教子
児嶋　　舞� 田中美保子
南　多喜子� 中村　幸子
土井　美和� 林　　彰子
森谷　謙作� 難波めぐみ
小林　貴子� 田辺　昌江
大森　幹人� 池田　和彦

岡山県介護福祉士会
広報委員会

編 集 担 当

かんたんクッキング　金柑煮

★作った方のご意見・ご感想おまちしています� （ミスCOOK）

①�金柑のヘタの軸を取り、つまようじで
穴を数ヶ所あける。
②�鍋に湯を沸かし金柑を茹でてざるに上
げる。
③�鍋に★の材料を入れ弱火で艶が出るま
で煮詰める。

材　料
金柑� 600グラム
★水� １カップ
★砂糖� 分量はお好みで
★みりん�大さじ２

金柑煮

　我が家の年末の恒例行事は、実家での餅つき。昨

年は、亡くなった父が作った木製の臼を久し振りに

出してきての餅つきになりました。

　毎年、薪を焚いて餅米を蒸しています｡その横で

は、薪の火を使い、七輪で母親が作ったかき餅を焼

いてと何とものどかな餅つきとなりました。

　ここ数年は、機械での餅つきだっただけに昨年の

杵でつく餅つきは、懐かしく楽しいものとなりまし

た。また、母親を囲んで、私たち（娘２人）、お互

いの息子家族あわせて15名が揃い、賑やかなイベン

トでした。今年も老いた母親

を囲んで賑やかな餅つきがで

きることを願っています。

� （岡山市：土屋　教子）

　日頃のストレス解消法は、大好きなアーティ

ストのライブに行き大声で叫んで来ることで

す。先日福岡ヤフオクドームでのライブに２

日間参戦（あえてこう呼んでいます笑）して

参りました。爆弾低気圧に日本列島が覆われ

ていた為、そしてドームの立地上海風にさら

され非常に寒い思いで開演を待ちました。４

時間という長時間ではありましたが非常に盛

り上がり興奮冷めやらぬ状態で宿へ戻り、せっ

かくの博多の夜を満喫しようと中州の屋台に

繰り出し博多グルメを堪能して参りました。

　良いリフレッシュが出来、また明日からの

英気を養う事が出来た旅行となりました。

� （倉敷市：中村　幸子）


