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え が お
介護老人保健施設「福寿荘」では、クラブ活動や季節の行事を行っています。
絵手紙クラブでは、筆を使い、季節の花など描かれ、楽しまれています。
職員や利用者も素敵な絵を見て心が温まっています。 介護老人保健施設　福寿荘　新谷　有紗
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― 平成28年度 ―
一般社団法人 岡山県介護福祉士会 理事会 総会 報告

　平成28年度社員総会をおえて、新しい代議員60名、内新しい理事幹事19名が
選出されました。岡山県の会員約1300人の方の介護福祉士会を盛り立てたいと
いう熱い気持ちを受けながら執行部としてしっかり頑張りたいと思います。介
護福祉士として国に対する発言力を増すためには、会員増の組織力強化を目指
すしかありません。
　そのためには、さらなる質の向上をしたいと思っています。魅力ある研修計
画や、職場や地域で活躍していきたいと思います。
　認定介護福祉士の研修も始まっています。会員の皆様それぞれが、知恵を出し、
形にできる、一人ひとりが輝ける介護福祉士会にしたいと考えています。
 （岡山県介護福祉士会　会長：安達　悦子）

平成27年度　第２回　理事会　
理事14名　監事１名参加で開催
　第１号議案　平成28年度　事業計画　収支予算（案）
　第２号議案　 規則改正等（事務局就業規則の改正…マ

イナンバー関連業務の為）

平成28年度　第１回　理事会　
理事12名　監事１名参加で開催
　第１号議案　平成27年度　事業報告　決算報告（案）
　第２号議案　事務局人事について
　　　　　　　（事務局長　湯川美帆子、事務局次長　草加昭子）
　第３号議案　事務所移転の決議
　　　　　　　（６月11日　岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館へ移転）
　報 告 事 項　選挙管理委員会より、平成28年度代議員選挙結果
　　　　　　　理事選考会・役職選考会により選定された理事候補・役職者候補報告

平成28年度　定時総会　代議員　36名　委任状　15名参加で開催
　　第１号議案　平成27年度　事業報告　決算報告（案）
　　第２号議案　平成28年度　事業計画　収支予算（案）
　　第３号議案　理事監事の任期満了による選任について
　＊28年度選出の新代議員により、審議され第１・２号とも承認されました。
　＊ 第３号議案の理事監事の選任は選挙管理委員会が取り仕切り、新しい理事監事19名が選任されま

した。
　審議終了後、臨時理事会が開催され役職者（会長・副会長）が承認され、総会において報告されました。

平成28年３月17日

平成28年４月21日

平成28年５月20日

▲平成28・29年度 執行部の皆さん
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岡山地区　会員数：428  代議員選出人数：12名

１ 会長 　 安達　悦子 障害者福祉サービス事業所いんべ通園センター

２ 副会長 　 齋藤七七重 障害者支援施設 竜ノ口寮

３ 　 松本　龍二 グループホームももたろうの郷かもがわ

４ 　 横山やよい 特別養護老人ホーム旭川敬老園

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 　 河﨑　崇史 創心会リハビリ倶楽部

９ 　 的場　智美 特別養護老人ホーム穂香の里

10 　 加納　忠紘 障害者支援施設竜ノ口寮

11 　 柴田　育子 ひらた旭川荘 障害者支援施設 かえで寮

12 　 長畑　典子

倉敷地区　会員数：293  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 　 中村　幸子

７ 　 山本　式子 玉島病院

８ 　 塚本　秀之 グランドガーデン南町

９ 理事 ★ 吉田　和明 しげい病院

10 　 吉川　信一 特別養護老人ホーム浅原桃花園

東備地区　会員数：123  代議員選出人数：７名

１ 　 佐野　佳子 特別養護老人ホーム憩いの丘

２ 理事 　 瀧川　智子 特別養護老人ホーム深谷荘

３ 　 角南　夕子 エスペランスわけ

４ 　 頓宮　美樹 特別養護老人ホーム紅葉川荘

５ 　 小林　麻雄 エスペランスわけ

６ 理事 ★ 甲加　勇樹 エスペランスわけ

７ 　 小塚　　卓 特別養護老人ホーム広虫荘

真庭地区　会員数：58  代議員選出人数：６名

１ 　 菅原　摂子 介護老人保健施設 ゆうあい

２ 　 前田美和子 介護老人保健施設 ゆうあい

３ 理事 ★ 織田　正樹 特別養護老人ホーム檜山荘

４ 　 山﨑　一範 特別養護老人ホーム檜山荘

５ 　 滝川　晃子 新庄村社会福祉協議会

６ 　 樋口　美佳 特別養護老人ホーム神庭荘

美作地区　会員数：187  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 　 池田　光裕 老人保健施設 虹

３ 　 須江　裕子 美作大学 短期大学部

４ 理事 　 中尾　行夫 グループホーム美湯の里・湯気の里

５ 　 春名　千晶 特別養護老人ホーム高寿園

６ 　 神田　統夫 老人保健施設 勝央苑

７ 　 藤田　妙子 津山中央記念病院

８ 　 河島　友美 津山広済寮

新見地区　会員数：35  代議員選出人数：４名

１ 　 畑本　英子 新見公立短期大学

２ 副会長 ★ 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 　 立花　久恵 新見市社会福祉協議会

高梁・総社地区　会員数：126 代議員選出人数：７名

１ 　 山本　智子 吉備高原賀陽荘

２ 　 谷本　朋美 グリーンヒル順正

３ 　 花岡　一美 井原市特別養護老人ホーム星の郷

４ 　 長田美由紀 特別養護老人ホームさくばらホーム

５ 理事 ★ 大森　幹人 老人保健施設 ゆうゆう村

６ 理事 　 瀧本　大輔 特別養護老人ホーム太陽の丘

７ 　 小橋謙太郎 介護老人保健施設 ひだまり苑

井笠地区　会員数：55  代議員選出人数：６名

１ 理事 ★ 佐藤ひづる デイサービスセンターサントピア

２ 　 山本　宜正 特別養護老人ホーム四季の里

３ 　 池田　和彦 特別養護老人ホーム四季の里

４ 　 田口百合子 特別養護老人ホーム三愛園

５ 　 岡本　増美 グループホームこよし

６ 　 森元　　元 特別養護老人ホーム四季の里

★は地区部長
美作地区の地区部長は「福田　洋平／グループホーム北山」です。

各委員長

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 磯田　明枝

調査研究委員長 瀧川　智子

介護技術指導委員長 齋藤七七重

青年隊“晴れる家ハレルヤ”隊長 福田　洋平

一般社団法人　岡山県介護福祉士会　代議員（平成28・29年度）　60名

新体制のお知らせ
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　　　平成28年２月21日（日）
　　　11：30～16：00

　　　岡山コンベンションセンター
　　　ままかりフォーラム

日時

会場

 一般社団法人岡山県介護福祉士会　会長　安達　悦子
　「おかやま介護グランプリ2016」が開催され、とても嬉しく思います。
　みな様もご存じのとおり、高齢化のピークに向けて介護ニーズの需要が増し、福祉介護の人材確保が、大きな課題となってい
ます。国において、福祉人材確保検討会及び社会保障審議会福祉部会の専門委員会などで、介護・福祉等の人材確保の検討会が
行われました。岡山県においても、平成27年６月２日に岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会が設置されました。協議会は、
13団体（一般社団法人岡山県介護福祉士会、一般社団法人岡山県社会福祉士会、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会員、
一般社団法人日本社会福祉士養成校協会会員、岡山県社会福祉法人経営者協議会、岡山県老人福祉施設協議会、岡山県障害者福
祉施設等協議会、公益社団法人介護労働安定センター岡山県支部、岡山労働局、おかやま公共職業安定所、岡山県福祉人材セン
ター（岡山県社会福祉協議会）、岡山県教育委員会、岡山県）から構成されています。その会議において検討した結果、おかやま
介護の日2015の関連行事として、まずは平成27年11月に岡山県老人福祉施設協議会が「カイゴ男子・カイゴ女子」を開催されま
した。そして、平成28年２月に岡山県介護福祉士会が「おかやま介護グランプリ2016」を開催しました。介護福祉士会は、介護
は対人援助サービスの特性から介護人材の質の担保が重要であり、質を向上することが介護職員の評価の向上や魅力につながり、
量的確保が図られることを私たちは提言してきました。今後も、「おかやま介護グランプリ」をバージョンアップし、介護の専門
性と介護の魅力を社会に向けてアピールすることを継続したいと思います。

　この日の為にユニフォームを揃えてもらい士気
があがりました。グランプリが取れて良かったで
す。３人ともユニットリーダーをしており指導的
立場にあるのでこの機会に基本に立ち返り見直し
を行えたことで指導力のアップにもなり職場での
手本になれたのではと思います。

Ճਮࡑग

グランプリ

チームのどか
準グランプリ

吉備高原賀陽荘
敢　闘　賞

里見川荘

　大きな会場で緊張しました
が、介護の実践の振り返りが出
来たのが大きな収穫です。
　終わってみれば楽しかったで
す。賞をいただき驚きです。
　デモと動きが違っていたので
評価してもらえ嬉しかったで
す。

　他の方の介護技術を見ること
ができ勉強になりました。他の
人が上手だったのでまさか自分
たちがもらえるとは思いません
でした。
　今後の励みにしたいです。
　トップバッターでとても緊張
しました。
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審査委員長として 一般社団法人岡山県介護福祉士会　　　　

 介護技術指導委員長　齋藤　七七重

・ 介護職の魅力をアピールしようと、県内の施設職員を対象に、『第１回おかやま介護グランプリ2016』が盛大に執り行わ
れました。会場の岡山コンベンションセンターのイベントホールには、一般の方や各チーム関係者など、約350人が見守
る中、16チーム（48人）の参加を受けて、介護技術を競い合いました。
・ 審査方法としては、チームを構成する３人が、それぞれ『排泄介助』『入浴介助』『食事介助』の各部門の与えられた課題に沿っ
て、介護技術を披露しました。審査員には、岡山県介護福祉士会技術指導委員のメンバーの内、介護技術講習会主任指導
者を、各部門ごとに２名ずつ配置し、24項目のチェックポイントを設け、合計200点での得点数と総合評価で採点しました。
評価ポイント内容については、『介護者としての利用者に接する姿勢・態度』『根拠に基づいた介護技術の提供』『利用者の
自立支援』『利用者への尊厳あるコミュニケーションやプライバシーの保護』など様々な視点で評価させていただきました。
・ 競技に出場された方々から「緊張のあまり思うように介護技術を発揮できなかった」「自分の介護の振り返りができた」「今
後の励みにしたい」など様々な感想をいただき、この大会が有意義なものであったと感謝しております。今後も継続して
『介護グランプリ』が開催されることを願っています。

社会福祉法人深山会特別養護老人ホーム いこい荘
（出場の動機）

　職場から出場するようにと話があり頑
張って出ました。
（感想）

　緊張以外の何ものでもなかったです。
　場面も違い、普段出来ていることも緊張し
て出来なかったです。また、モデルにどこま
で触れていいのか戸惑うこともありました。
　こんな状況で力が出せるのはすごいな
あーと思います。

老人保健施設 勝央苑
（出場の動機）

　技術の向上の為と他の施設との違いを知
り勉強したいと思いました。
（感想）

　緊張しました。
　頭で考えていたことと実際の動きがかみ
合わなかったです。
　このような機会で情報交換や意見交換が
出来良かったです。

社会福祉法人 天神会天神介護保健施設
（出場の動機）

　日頃の介護が正しいかどうかが普段では
分かりにくいので確認したいと思いました。
　初心に戻って新しい発見が出来たらと思
いました。
（感想）

　練習で出来ていなかったことに意識を向け
取り組めたので改善点がはっきりしました。
　皆に見てもらえる機会に続けて参加する
ことで今後に繋がると思いました。

Ճਮࡑԇڰ
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（女性・家庭介護者）

　車椅子のフットレストを下ろすことが基
本なのだと知ることが出来て良かった。
参加者が日々の仕事で忙しい中練習して参
加していることが素晴らしい。
今後も続けて色々な施設が出場すると良い
と思う。
（女性・介護福祉士会会員）

　普段と違う試験的な介助を見ると緊張し
ているのが分かるが根拠を説明している所
は勉強になりました。
　一般の人に介助の根拠を説明しアピール
出来て良いと思った。
　認知症・口腔ケア・看取り・レクリエーショ
ンなど今の現場に合わせた多彩なブースで
根拠に基づいた対応が見たい。

（女性・介護職員）

　観覧席が片方だけで、両方にあると良かっ
た。ベットの陰で見えない所があった。
　参加チームが多いので良かった。
　第２回目は津山で行って欲しい。
　もう少し隣のブースとの間隔がある方が
隣の声が聞こえなくて見えやすいと思いま
した。
（女性・一般 81歳）

　山陽新聞を見て岡山市内（高松）から来
ました。
　私も歳なのでこれから自分がどんな介護
をしてもらえるのか関心があって来ました。
　みなさん、自分で出来るところはしても
らうようしっかり声掛けをしながらされて
いました。見学に来て勉強になりました。
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突然インタビュー
Q：介護の仕事に就かれたきっかけは何ですか？

Ａ： この仕事に就く前は着付けの講師をしていました。私
の生徒さんに、介護施設で働く理学療法士がおり、介
護の仕事の素晴らしさを聞いていました。私もしてみ
たいと思い近くの特養に就職しました。当時は辞める
人がいなかったので１年待ちました。

Q：今の仕事のやりがいは何ですか？

Ａ： デイサービスセンターサントピアに通ってきた方が、
生きがいを持っていきいきと元気になられ、どんどん
利用者が増えることです。

Q： 地区部長を10年されて、これまでに印象に残って
いることは何ですか？

Ａ： 事例研究発表を他県でしたことと、去年の介護の日に
高橋元太郎さんを迎えに行ったことです。

Q： 井笠地区の更なる発展の為に、今後やってみたい
ことや期待することは何ですか？

Ａ： 井笠地区の介護福祉士会の会員を増やすことと、施設
間の交流や他県の介護従事者との交流をしていきたい
と思います。岡山県介護福祉士会が井笠地区で、地域
の皆さんに知って頂けるような活動をしていきたいと

考えています。年間計画をた
て、会員全員に周知できるよ
うに工夫を行い多数の参加が
できるようにしていきたいと
思います。

Q：休日の過ごし方・趣味・特技はなんですか？

Ａ： 休日は主人や友達とランチに行ったり、ゴルフをして
います。趣味は、スポーツと演劇鑑賞で、現在６月の
ミュージカルに出演するため毎日曜日には練習をして
います。

　　 　特技は着物の着付けで、浴衣から振袖、花嫁衣装や、
十二単等の時代衣装も着付けができます。

（インタビュー後記）
　今回インタビューを
してみて井笠地区部長
としてパワフルに活動
されている佐藤さんの
人柄に驚かされまし
た。これからも井笠地
区の発展の為、お互い
に頑張っていきたいと
思いました。今回はお忙しい中、貴重な時間をありがとう
ございました。 （広報委員：池田　和彦）

　第４回目の今回は井笠地区部長の佐藤ひづる
さんにインタビュー致しました。職場のある井
原市・デイサービスセンターサントピアへお邪
魔させて頂き、お話をお伺いしました。

日　時：平成28年３月12日（土）
場　所：旭川荘研修センター
テーマ： 「高齢者や障害者も参加できるレクリエーション　第２弾」
　　　　～講義と実技で即実践できるノウハウを学ぼう～
講　師：南波　紀子　氏
　　　　（日本レクリエーション協会福祉レクワーカー）

　約20名の方が参加し、日頃のレクリエーションの悩みなどをもとに、講義と実技
を行いました。講師の南波先生の軽快なトークと様々な時事をおりまぜながら実践
を通して、法則や根拠、心構えなど多くのことを学びました。
　中でも印象的だっだのは、ハンカチ一枚でもできるレクリエーションで、その場
その場で臨機応変にアレンジしていく方法はとても参考になりました。また、参加
者の笑い声は絶えず、元気をもらうとともにレクリエーションの楽しさを改めて感
じることができました。 （報告：柴田　育子）

地区研修報告 岡 山 地 区
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▲介護技術研修時の様子

　 地区だより
井 笠 地 区

美 作 地 区

　井笠地区は県西部あり、広島県との県境に位置し、会員数は55名
で活動を行っています。主な活動として、介護相談会や研修会（年
に２回）を行っています。昨年の秋（平成27年10月）には井原市内

で行われた『ふれあいフェスタ
井原』というイベントに介護相
談のブースを設け地域の方々の
介護相談にのったり、介護福祉士会のPRを行いました。
　今年の春（平成28年４月24日）には、初任者研修会『介護福祉士のため
の介護技術』を井原市内にあるデイサービスセンターサントピアにて開催
しました。
　今年度も地区の会員の協力のもと知識や技術の向上の為の活動や事業を
行っていきたいと思います。 （報告：池田　和彦）

　美作地区は県北部に位置し、緑と水の豊かな中国山地のふ
もとで、地域によって気候や自然環境が多彩な魅力的な地域
です。
　しかし、全国の山間部と同様に過疎、高齢化が進み、その
スピードも近年加速しています。また介護離職も多く求人チ
ラシをよく見かける現状です。
　そんな県北部に187名の会員がいます。
　昨年度の地区活動は、活発といえる内容ではありませんで
した。活動時には仕事を分担してなんとか行っている現状で
すが、終わると「やって良かった」と声を聞きます。

　美作地区会員の皆様、ぜひ最寄りの地区役員と共に役
員会や研修会に参加して、ご意見などをいただけません
か。各事業所や各地域で何かに戸惑い、悩み、挑戦した
い時に、お互いに助け合い、励ましあい、協力していく
仲間として、地区活動ができればと願っています。
　これからの時期、ドライブにて県北部に立ち寄ってみ
ませんか。疲れたら温泉もあります。きっとリフレッシュ
できますよ。 （報告：中尾　行夫）
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　まだまだ寒さの残る３月６日（日）、神寳名誉会長を講師に
お迎えして「介護職の倫理の実践的理解と展開」を表題として
行いました。県内各地より39名の多くの方々にご参加いただ
きました。
　まず自分の車の色とメーカー・何故それにしたのかを集計し、
価値観はそれぞれ違い、それは時代と共に変化するという事、
そして発想の転換が必要であることを教えていただき、その後
「介護の専門性とは」と「専門職の職業倫理」について講義を
受けました。
　その中で私たち介護福祉士という職業は生活を支え、命を見
送り、心身の状況に応じた介護を行うプロとして専門性を求め
られます。そして職業倫理とは法律ではなく、職業人としての
社会の期待や信頼に応える行動規範・あり方であるということ

を教えていただきました。その後、日本介護福祉士会倫理綱領
を説明していただき、７～８人ずつのグループ討議を「薬をの
む」というテーマで短時間の中で行いました。「カンファレン
スは短時間でもできるんです」という名誉会長のお言葉に身に
つまされる思いがしました。
　倫理という難しいテーマでしたが、神寳名誉会長の軽快な話
し方に、参加された皆さんは楽しくも集中して聞かれていたよ
うで、あっという間に終了時間を迎えました。私たちは利用者
様に一番近い存在であるということに自信と誇りを持ってそし
て倫理というものを常に頭に置き専門性を発揮できるような介
護福祉士でありたいと思いました。 （倉敷地区：中村　幸子）

日　時：平成28年３月６日（日）
場　所：特別養護老人ホーム　ますみ荘
講　師：一般社団法人　岡山県介護福祉士会
　　　　名誉会長　神寳　誠子

●倉敷地区（テーマ：介護福祉士の専門性と職業倫理）

平成28年度 初任者研修会開催スケジュール（１時間＝45分と設定）

カリキュラム 研修時間 担当地区 開催内容

1 介護福祉士の専門性と職業倫理 ２ 岡山
日時：平成28年７月16日（土）
　　　10：00～12：00
会場：きらめきプラザ（岡山市北区南方）

2 介護福祉士の法律と関連する制度政策 １
県

日時：平成28年７月29日（金）
　　　10：00～17：00
会場：岡山県総合福祉会館５階 講座室6 介護過程の展開 ５（うち演習３）

3 介護福祉士の仕事とコミュニケーション 1.5 倉敷 未定

4 介護福祉士の基本的態度 １ 井笠 未定

5 介護福祉士のための介護技術 ６

高梁・総社 未定

真庭
日時：平成28年７月７日（木）
　　　10：00～16：00
会場： 特別養護老人ホーム檜山荘（真庭市上市瀬）

7 記録と報告 1.5（演習） 美作 未定

8 介護福祉士のための医学知識 1.5 新見 未定

9 福祉用具の意義と活用 1.5（実技） 東備 未定

合　　　　　計 21

 ※各地区の開催内容は決定次第当会ホームページにアップいたします。

岡山県介護福祉士会では、本年度より初任者研修の全てを受講された方を対象に「初任者研修修了証」を発行しています。
申請書の提出が必要です。申請書はホームページからもダウンロードできます。該当の方は、事務局までお問い合わせ下さい。
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青年 隊「“晴れる家　　　　 ”」隊員
がんばって います

青年隊 ｢晴れる家｣ 新年会！

岡山県介護福祉士会青年隊“晴れる家ハレルヤ”

隊員募集中！
“介護のこと”多くの人たちへ伝えるメッセンジャーになりませんか★
企画から開催まで携わりＰＲイベントを行っています。（募集対象35才以下の本会会員の方）

岡山県下の次世代介護福祉士が集まります。
同世代、同職種、きっと同じ思いがあるはずです !
自由な表現方法であなたの“介護”を伝えませんか !?
新しい介護の歴史を築く主役になりましょう★

　１月20日、毎年恒例となっている晴れる家の新年会を開催しまし

た。

　例年県北での開催でしたが、今回は企画初経験のメンバーが「今回

は私が企画してみます！」と手を挙げてくれたので晴れる家としては

初の倉敷での開催となりました。

　今回は「晴れる家」への入隊希望者や、香川県介護福祉士会が青年

隊を立ち上げるにあたり岡山県介護福祉士会に話を伺いたいと参加が

あり、職場の仲間、後輩、介護福祉士を目指している職員にも声をかけ、

総勢14名！今までで一番大人数での新年会となりました。

　香川の方に「晴れる家」が結成された経緯を話したり、新しい入隊

者にこれまでの活動を話したりと、みんなで楽しい時間を過ごすこと

ができました。

　また、４月２日には香川県介護福祉士会に招待され、「晴れる家」

から４名が交流会に参加しました。

　新年会が次に繋がり嬉しく思います。

　さらに次の活動へ広がるようみんなで協力していきたいです。

　何かやりたい事がある人、仲間作りがしたい人、お気軽に「晴れる家」

に入隊して下さい。

▲新年会の様子

▲香川県　宇多津臨海公園にて
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委員会便り

　広報委員会は年に３回の本誌「羅針盤」の発行と介護フェアの実行

委員会を主な活動としています。

　羅針盤の発行に向けて、記事の企画を考え、研修会などに出向き取

材をし、原稿を作成しています。その後、会議で校正をし、発行され

ています。

　毎号慣れない校正の作業ですが、意見を出し合いより良いものがで

き上がっています。

　それに加えて、多くの会員の興味を引く誌面になるよう、“突然イ

ンタビュー”などの新しい企画にも挑戦しています。

　これからもみなさんに楽しんで読んでいただけるような誌面づくり、

またより良い介護フェアが開催できるように一生懸命取り組んでいき

たいと思います。ほっとステーションへの投稿をお待ちしています。

　今後ともご協力をお願いします。 （広報委員：難波　めぐみ）

　広報委員会

　総務委員会の役割は多くのことがあります。総務委員会は正副会長・

各委員長・各地区部長で構成し、主に会の運営の方法や方針を検討す

る場です。具体的には、開催する行事や研修をどのようにするか、会

員が活発に活動してもらう方法は何だろうか、また、他の機関との連

携をどのようにするかなどです。しかし、まず大切なことは会員の皆

様の声・思いを汲み取り、運営に反映させることと思っております。

　介護職の処遇改善・専門職としての地位改善等多くの問題がありま

すが、一人で改善することは困難と、誰もが理解しています。そのた

めにも職能団体としての活動を、活発に行う必要があると考えていま

す。

　離職・人材不足・低賃金・数人の介護職員による不祥事等、さまざ

まな事で悪い印象を与える場面があります。現場では「これだけ一生

懸命頑張っているのに」との思いがあるのではないでしょうか。

　「この仕事を続けてよかった」「わが子にも同じ職業に就いて欲しい」

との言葉が聞かれるよう、全会員皆様と共に会の運営に携わって行き

たいと思っております。 （総務委員長：田渕　美野里）

　総務委員会
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　パワーポイントを使用して、活動の写真を観て頂きな

がら、介護福祉士会の活動についてお話ししました。

　お互いが緊張した中、一生懸命話を聴いて下さり、介護

フェアに参加された時の写真が写ると当日のことを思い出

して、緊張していた空気が少し和んだように感じました。

　最後には、他県へ就職するのでその場合はどうすれば

良いかなどの質問があり短い時間でしたが、少しでも介

護福祉士会の活動について知って頂け、入会のきっかけ

になったのではないかと思います。

 （岡山地区：横山　やよい）

平成28年３月２日
場　所：岡山医療専門学校１階講堂

　介護福祉科には学生40名がおられ、スライド

を使用しながら、説明を行っていきました。まず

は、年間を通しての行事の流れを説明する中で、

11月の介護フェアへの参加のお礼と養成校との

関わりの重要性について話しました。学生のみな

さんは、実際にどのような活動が行われているか、

分からないこともあるようで、各種研修会や介護

福祉士会の取り組み、また、岡山地区での今年度

の行事を中心に説明をしていきました。

　説明では、みなさん熱心に聞かれ、研修への申

し込み方法やどのような研修が行われているのか

など会への質問がありました。また実際に現場に

出てからの業務や今後の生活についてなど、卒業

してからの不安を感じられる学生さんもおり、自

分自身の現場での仕事内容などを話させていただ

きました。 （岡山地区：加納　忠紘）

平成28年２月22日
場　所：旭川荘厚生専門学院吉井川キャンパス

　岡山県内には介護福祉士養成校が10校あります。

　毎年秋に開催されています介護フェアは、養成校と共同で開催されて

います。毎年、次の介護を担う若い学生さんたちのパワーに圧倒されたり、

元気をもらっています。

　３月、４月の卒業式、入学式という大切な式に岡山県介護福祉士会から養成校を卒業した会員や役員が中心に出席させていた

だいています。

　卒業の時期には、日本介護福祉士会及び県介護福祉士会入会へのご案内のオリエンテーションもさせていただいています。

　県介護福祉士会は､青年隊「晴れる家“ハレルヤ”」という介護を担う若い人たちのグループを作っており、介護のことを多く

の人たちに伝えるメッセンジャ－として各種のイベントや行事で活躍してもらっています。養成校を卒業したフレッシュな方々

が当会に入会し、また青年隊に入隊して頂けるよう今後も､養成校と連携をとりながら介護の専門性や魅力をしっかりと社会に伝

えていきたいものです。 （岡山県介護福祉士会）

旭川荘厚生専門学院・岡山医療福祉専門学校・岡山県立大学・川崎医

療短期大学・くらしき総合福祉専門学校・順正高等看護福祉専門学校・

玉野総合医療専門学校・中国短期大学・新見公立短期大学・美作大学

短期大学部 （あいうえお順）
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介護福祉士養成校さんとの 連 携



平成 28年 6月（12）らしんばん

一般社団法人岡山県介護福祉士会
TEL 086-222-3125
（平日10:00～16：00）

http://www.okayama-kaigo.jp/

※各講座の詳細は、決まり次第順次、ホームページへアップさせていただくと共に、会員様へはお手元へ送付させていただきます。

岡山県介護福祉士会
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受付終了
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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
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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。

平成 28年 6月（20）らしんばん

土屋　教子 平井　　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」は、都合でしばらくお休みさせていただきます。

　我が家には、人間で言うと70歳
近いおじいさんトラ猫がいます。
　名前は、「わーちゃん」といい、
癒やし系の顔をしています。
　「わーちゃん」は、私の気持ちが
落ち込んでいる時、膝の上に前足を
置き、私の顔を見上げ、「元気を出
して！」と言っているように見守っ
てくれます。
　本日は「わーちゃん」の紹介をさ
せていただきました。
 （PN：猫大好き少女）

　  県介護福祉士会からのお知らせ ………………………………………………
◇事務局移転についてのお知らせ
　６月11日に下記住所に移転いたしました。電話・FAX・メールは
変わりません。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

　－新住所－
　〒700-0807　岡山市北区南方２丁目13-1
　岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」７階
　TEL：086-222-3125　FAX：086-222-6780　メール：okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp

　最近暖かくなり外を散
歩する機会も増え、気分転
換に近所を散歩しよう。春
の足音がここ真庭の地にも
少しづつ聞こえるこの頃に
なりました。
　桜・水仙・蓬蓬‼‼‼　
　これは餅だ。花より団子の私は早速蓬餅にしました。
　春の薫りが口の中に…最高でした。
　家族も喜んでくれた。良かった。また料理をしよう。
 （PN：真庭のM・K）

岡山フェアレーン

岡山済生会
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