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特別養護老人ホームみずき敷地内の玄関、植え込まれている桜が満開になっておりました。

天気も良い日で、敷地内を散歩しました。

皆さん、とても良い笑顔が見られ、「今年も咲いたの～」「綺麗ですね～」と癒されておりました。

� 特別養護老人ホームみずき　岩本　侑太
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― 2019・2020年度 ―
一般社団法人 岡山県介護福祉士会 理事会 総会 報告

　　　　　　　　　　（みなし決議があったとされる年月日）

2019年度　第２回理事会　書面によるみなし決議
　第１号議案　2020年度　事業計画・収支予算 （案）
　第２号議案　定款の一部変更及び規則第11号の新設について
　　　　　　　（倫理委員会の明記・委員会規則の新設移行）
　＊監事２名の確認書、理事18名の同意書をもって、第１・２号議案は承認されました。

　　　　　　　　　　（みなし決議があったとされる年月日）

2020年度　第１回理事会　書面によるみなし決議
　第１号議案　2020年度　事業計画　修正案の件
　第２号議案　2019年度　事業報告・決算報告（案）
　第３号議案　2020年度　社員総会　開催方法と日程の件
　＊監事２名の確認書、理事18名の同意書をもって、第１・２・３号議案は承認されました。

　　　　　　　　　　（代議員へ社員総会議案書を送付）

2020年度　社員総会
　第１号議案　2019年度　事業報告・決算報告（案）
　第２号議案　2020年度　事業計画・収支予算（案）
　第３号議案　定款の一部変更及び規則第11号の新設について
　　　　　　　（倫理委員会に関する件）
　第４号議案　理事監事の任期満了による選任について
　報 告 事 項　会員入会状況
　＊代議員全員の同意書をもって社員総会があったとみなされた日とする。
　提 出 締 切　６月24日（水）とする予定 （2020年６月22日現在）

2020年３月19日

2020年５月28日

2020年６月９日

会　長　挨　拶

　会員の皆様におかれましては、平素より岡山県介護福祉士会の事業推進に際し、多大なご
支援とご協力を賜り誠にありがとうございます。
　今年の初めから、新型コロナウイルス感染症予防対策により通常とは違う形で理事会及び
通常総会を行うことになりました。そんな中、安達が４期目の会長に任命され就任の運びと
なりました。介護福祉士会のために微力ながら、精一杯力を発揮したいと思います。皆様ど
うぞよろしくお願いいたします。

　研修や事業につきましては、中止や日程変更により多大にご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し
上げます。
　新型コロナウイルス感染が一日も早く終息することを願いつつ後半の研修をどのようにするのか執行部と
検討を重ねているところであります。皆様の事業所に置かれましても目に見えないウイルスに対して感染予
防を駆使しているところではないでしょうか。お互いに自分の身を守り、事業所のご利用者の方を守り、ウ
イルスとの戦いに知恵と今まで培ってきた経験を活かして勝利する日をお祈りいたします。
 （岡山県介護福祉士会　会長：安達　悦子）
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岡山地区　　会員数：384名　　代議員選出人数：11名
1 会長 安達　悦子 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 理事 冲中　純子 社会福祉法人淳風福祉会

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 老人保健施設玉野マリンホーム

6 理事 松島智枝美 特別養護老人ホーム旭川敬老園

7 理事 加納　忠紘 障害者支援施設竜ノ口寮

8 平松　真実 社会福祉法人淳風福祉会

9 松本　龍二 グループホームももたろうの郷かもがわ

10 ★河㟢　崇史　 創心会リハビリ倶楽部

11 早見　潤一 有料老人ホームあい愛の郷

倉敷地区　　会員数：251名　　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 副会長 三宅真奈美 川崎医療短期大学

3 増見富海子 岡山ビジネスカレッジ

4 守屋　裕江 特別養護老人ホームあすなろ園

5 吉川　信一 特別養護老人ホーム浅原桃花園

6 内藤　佑弥 特別養護老人ホームみゆき園

7 理事 ★吉田　和明　 しげい病院

8 中村　幸子 メディケアホームゆりかご

9 藤井　仁美 障がい者支援施設瀬戸内学園

10 宮内　　祥 株式会社創心會

東備地区　　会員数：97名　　代議員選出人数：6名
1 理事 瀧川　智子 三幸福祉カレッジ

2 理事 ★甲加　勇樹　 老人保健施設エスペランスわけ

3 山下　茂樹 特別養護老人ホーム和気広虫荘

4 早見　菜名 小規模多機能型居宅介護いこいの里

5 小橋謙太郎 障害福祉サービス事業所あおば

6 岡本　奈々 老人保健施設エスペランスわけ

真庭地区　　会員数：48名　　代議員選出人数：4名
1 ★池田　紀恵　 介護老人保健施設ゆうあい

2 副会長 菅原　摂子 介護老人保健施設ゆうあい

3 織田　正樹 特別養護老人ホーム檜山荘

4 古山　喬成 特別養護老人ホーム高瀬Ⅱ

美作地区　　会員数：118名　　代議員選出人数：7名
1 須江　裕子 美作大学短期大学部

2 西本　光男 特別養護老人ホーム奥津広済園

3 藤田　妙子 津山中央記念病院

4 理事 神田　統夫 老人保健施設勝央苑

5 河島　友美 救護施設津山広済寮

6 白井　結佳 白寿荘

7 氏平　和子 介護老人保健施設エスポアール城西

新見地区　　会員数：20名　　代議員選出人数：4名
1 立花　久恵

2 理事 磯田　明枝 おおさ苑グループホームまどか

3 ★田辺　昌江　 小規模多機能型居宅介護事業所福の木

4 池田　和輝 特別養護老人ホームおおさ苑

高梁・総社地区　　会員数：100名　　代議員選出人数：6名
1 山本　和子 吉備高原賀陽荘

2 樋口久美子 特別養護老人ホーム白和荘

3 理事 ★三宅真由美　 吉備高原賀陽荘

4 大森　幹人 総社市社会福祉協議会

5 上野千賀子 総社市社会福祉協議会

6 綱嶋　浩子 介護老人福祉施設有漢荘

井笠地区　　会員数：55名　　代議員選出人数：6名
1 佐藤ひづる 養護老人ホーム偕楽園

2 理事 ★山本　宜正　 特別養護老人ホーム四季の里

3 岩元　道明 小規模特別養護老人ホームみどりの丘

4 池田　和彦 創心会居宅介護支援センター笠岡

5 岩本　侑太 特別養護老人ホームみずき

6 松井　皇彦 特別養護老人ホーム四季の里

一般社団法人岡山県介護福祉士会　代議員（2020・2021年度）54名

★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。

新体制のお知らせ
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総務委員会　委員長　菅原摂子

　この度、総務委員長を務めさせていただくこととなりました。今年は、新型コロナウイルスの影響に
より、様々な企画や研修会等が中止となっております。大変な時期ではありますが、介護福祉士会の安
定的かつ円滑な運営の推進ができますよう、また会の活動に貢献できるよう精いっぱい取り組んで参り
たいと思います。ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

研修委員会　委員長　松島智枝美

　皆さまこんにちは。前期に引き続き、研修委員長として、研修の企画や運営に携わらせていただきま
す。今年は、新型コロナウイルス感染予防のため、中止となりました研修が大半ですが、会員の皆様に、
より魅力的な研修になるよう、ご意見も頂きながら、取り組んでいきたいと思います。どうぞ、よろし
くお願いいたします。

技術指導委員会　委員長　齋藤七七重

　現在96人の指導者を養成し、様々な講習会やイベントへの講師派遣により、介護技術の向上及び普
及活動を行っています。今は、新型コロナの為、活動機会が制限されていますが、状態が緩和されれば、
各方面からの依頼には積極的に活動していきたいと思います。
　利用者のニーズの多様化、高度化により、より専門的な支援が求められる中、介護福祉士の専門分野
である介護技術の向上に力を入れ、より良い人材を育成することを目指しています。

調査研究委員会　委員長　瀧川智子

　調査研究委員会の委員長となり、３期目を迎えました。委員メンバーの皆様には、事業所でのお勤め
の合間にご協力いただきながら委員会を開催し、「介護福祉士会会員の皆様、そして介護福祉士の方々
の現場での活躍に役立つ事は何か」をテーマとして、調査内容を決定し研究を進めております。５年間
計画での医療的ケアについて引き続き研究を進めております。皆様へのご報告が現場に活かして頂ける
内容となるよう取り組んで参ります！

倫理委員会　委員長　三宅真奈美

　今年度から新しく立ち上がる倫理委員会、不安でいっぱいですが、新しいことが始まるという楽しみ
もあります。新型コロナウイルスの関係で、生活を立ち止まって考える機会になっていますが、岡山県
介護福祉士会でもこの委員会を通して立ち止まって考える機会になればと思います。「一人ひとり自分
らしく生きる」を支える専門職に何が必要か、倫理委員会で考えていきたいと思いますので、皆様どう
ぞよろしくお願いいたします。

広報委員会　委員長　河㟢崇史

　この度、広報委員長に就任いたしました。令和の時代に、気持ちも新たに努めていく所存です。
COVID-19の影響下の中、岡山県介護福祉士会の各委員会と連携して、広報委員会は世の中の流れを意
識しながら、機関誌「らしんばん」やWebサイトを通して皆様にとって有益な情報を発信していきます。
会員相互の意見交換の場にもしたいと考えておりますので、皆様からのご忌憚の無いご意見も歓迎しま
す。引続きご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。

新体制でがんばっています！　よろしくお願いします。
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新体制でがんばっています！　よろしくお願いします。

コロナで大
変な状況ではあ

りますが、収束し研
修会が開催できるように
なった時には、多くの会
員の皆さんが集まること
ができるように頑張りま
すので、よろしくお
願いします。

地区研修会を例年
では年４回行っています

が、今年はコロナウィルスの
影響もあり、開催等をどうするか
と検討が続いています。皆さんが参
加してみたいと思える研修会が開催
できるよう、倉敷地区役員全員で取
り組んでいきたいと思います。
今年度もよろしくお願
いいたします。

今期もお世話にな
ります。本年度はコ
ロナの影響で、研修等が
軒並み中止または延期となり
ました。井笠地区での活動も
見通しが立っていないのが現
状です。状態が落ち着きまし
たら、様々な研修などの活動
を行っていきたいと考えて
おります。ご協力の程、
宜しくお願い致し
ます。

昨年度から引き続き、
岡山地区部長を務めさせて
いただきます。よろしくお願い
いたします。これからも会員の皆
様の声を聴き、地区研修や地域
貢献活動を通じて、介護福祉
士の認知度向上に努めてま
いります。

楽しく学べる活動
を増やしていきたいと
思います。宜しくお願
いします。

地区研修や活動を通じ
て、楽しく、学びになり、

会員の方のスキルアップにつな
がればと考えています。よろ
しくお願いいたします。 座右の銘は「道険

笑歩」。まさに今年度は
厳しいスタートとなりました
が、地区の皆さんと一緒に笑
えるようがんばっていきたい
と思います。皆さん、よろ
しくお願いします。

真庭地区を盛り
上げていけるよ
う、頑張ってい
きます。

岡山地区部長
河﨑崇史

倉敷地区部長
吉田和明

東備地区部長
甲加勇樹

美作地区部長
福田洋平

新見地区部長
田辺昌江

高梁・総社地区部長
三宅真由美

真庭地区部長
池田紀恵

井笠地区部長
山本宜正
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お知らせ
　現在発生している新型コロナウイルス感染症を受け、2020年度の研修・イベント開催について慎重に検討してまい
りました。岡山県介護福祉士会としましては、参加者・関係者の皆様の健康と安全を第一に考慮し、研修スケジュー
ルに記載しました研修・イベントについて延期または中止することといたしました。受講をご検討いただいていた皆
様には、ご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げますとともに、感染拡大防止のため、ご理解くださいます
ようお願い申し上げます。
　現時点で延期・開催予定としている研修・イベントにつきましても、今後の感染拡大の状況によりましては、中止
や延期する場合がございます。ホームページにてその都度お知らせいたしますので、随時ご確認くださいますようお
願い申し上げます。
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新見市上市婦人会『楽らく家庭介護教室』
日　時：2020年２月15日（土）

日　時：2020年２月16日（日）10：00～12：00
会　場：特別養護老人ホームますみ荘　１Ｆホール
演　題：「施設における苦情解決～苦情解決からみえる家族の思い～」
講　師：ノートルダム清心女子大学　人間生活学部人間生活学科　特任教授　平松　正臣　先生

　新見地区では、２月15日に新見市上市婦人会さんより依頼
を受け『楽らく家庭介護教室』を開催いたしました。
　皆さんもご存じの通り楽らく家庭介護教室は、地域に岡山県
介護福祉士会会員が講師としておもむき、地域の方々へ介護の
基本などをレクチャーする地域貢献活動です。今回は排泄と食
事の介護について行いました。排泄面では、紙おむつの種類や
使用方法の注意点、ボディメカニズムによる楽な姿勢でのおむ
つの当て方、食事面ではトロミ剤での試食と使用方法などを伝
えていきました。
　参加者には主に介護をされている方や、以前に介護をされて
いた方がおられました。その中でも男性２名の参加もあり、「実
際に、紙おむつを触ったことがなかった」「紙おむつの当て方
なんか考えたこともなかった」と正直な感想を聞くことができ
たことと、紙おむつの当て方を跨って行うといった、とても新

鮮な驚きのある体験ができたと
感じております。
　まだ時期的に新型コロナウイ
ルスが全国的にも話題に上がり
始めた頃だったことから、この
介護教室が無事開催できて良
かったと思います。今年度はわ
かりませんが、地域の情報誌に『楽らく家庭介護教室』のお知
らせを掲載すると、来年度でのご依頼の声が少しずつですがあ
りました。
　介護をされている地域の方々にリフレッシュしていただくこ
とに加え、私たちのスキルアップにもなるので、この活動をこ
れからも続けていきたいと思っております。
� （新見地区：広報・磯田）

地 地区 区活 研動 修
紹介します！

新見地区  地区活動

　実は平松先生は、私が福祉の仕事に就くきっかけを下さった
方です。今回の研修会を誰よりも楽しみにしていました!!　先
生お得意のダジャレやご自身のご病気、入院中のエピソードな
どを織り交ぜながら、私達が今抱えている様々な問題、それに
対する解決への糸口やヒントを分かりやすく解説をして下さい
ました。
　講義の中で、「苦情のない施設はない。苦情がないとすれば、
それは苦情を言える環境にないということ。利用者が思ったこ
とを言える空気にない。そして職員も言えない環境にある。何
でも言えることは大切なことである。」「トップが職員を大事に
している施設は、利用者も大事にできる。大事にされた人は、
目の前の人を大事にできる。」という言葉が印象的でした。
　また、すべての苦情は解決できるという信念を持つこと。相
手の責任ではなく、自分自身の課題として捉える。そして目の
前の人がどうすれば幸せになれるか考えることから始まる。し
かし必ずしも問題が全部解決できるとは限らない。思いを聴い
て、一緒に解決していくということを態度で示していくことが
何より大切であるということを学びました。
　苦情に関しては、従事者の態度が６割を占めているという。

あなたは私にとっ
て大切な人だとい
うことを伝える。
言いにくいことを
言ってくれたり、
私達が足りなかっ
たことを教えてく
れたことに感謝の
気持ちを持ち、普
段から何でも言え
る関係づくりをし
ておくことが大切
だということも学ばせていただきました。
　先生の話を聞き、今職場で起こっていることや苦情解決のあ
り方など、心のモヤモヤが少し晴れたような気がしました。目
の前の人の幸せや尊厳を大切にしながら、不都合があった時に
何が足りなかったのか、専門職としてどう関わっていけばよい
のかということを考える、「道しるべ」となった有意義な２時
間でした。� （倉敷地区：広報・吉川）

倉敷地区  地区研修
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助言者

日時：2020年１月30日（木）
会場：きらめきプラザ

　令和になって初めての介護実践研究発表会が行われました。
　当日はたくさんの方にご来場いただき、皆さん熱心に事例発表と
講演をきかれておられました。

テ　　ー　　マ 所　　属 発表者

発表１ 四肢拘縮の利用者様の排泄介助について 社会福祉法人岡山中央福祉会
特別養護老人ホーム中野けんせいえん 松本　大輔

発表２ 「こんなんいらん、皆と一緒がええ」
−その人らしさをチームで支える−

医療法人こまくさ会　河口医院
グループホームこまくさ 町羽　　学

発表３ 人材育成のチームアプローチ
～コミュニケーションスキル～

社会福祉法人勝央福祉会
老人保健施設勝央苑 植月　孝子

発表４ It’s�my�life
～これが私の生きる道～

社会福祉法人檜山荘
地域密着型特別養護老人ホーム檜山荘

織田　正樹
江見　啓太

発表５ 地域の中で福祉を生き抜く
～中山間地域オリジナルシミュレーショントレーニングの取り組み～

社会福祉法人恵愛会
おおさ苑グループホーム「まどか」 磯田　明枝

発表６ 業務内容の見直しによる経営改善の取り組み
～辞めない職場作りを目指して～

医療法人敬和会　近藤病院
介護老人保健施設ゆうあい 菅原　摂子

第13回 介護実践研究発表会

介護実践研究発表会

一般社団法人
岡山県介護福祉士会
会長　安達　悦子　氏

岡山医療福祉専門学校
介護福祉学科
教務主任　橋本　歩　氏
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「誤嚥性肺炎を予防するための口腔ケア」
　　　　　　　　　講師：一般社団法人岡山県歯科衛生士会　会長　杉山　珠美　氏

　口には多くの働きがある。「食べる」ということ以外にも、会話をしたり歌ったり、その人の感情を表現したり…。また、
口腔機能が平衡感覚など全身運動にも影響を及ぼしている。高齢者の死亡原因では誤嚥性肺炎が非常に多く、私たち介護福
祉士は、口腔の機能・ケア方法についてしっかり学び、実践していくことが必要であるということをとても分かりやすく丁
寧に話してくださいました。今回の学びをしっかりと現場で活かしていきたいと思います。

みなさんも２年後に向けて、今取り組
まれていることをまとめて、ぜひ発表
をしていただければと思います。
まだ入会されていないみなさん、自分
の資格をリスペクトしている方は、ぜひ
入会いただき、今行っていることを社
会に向けてアピールしていきましょう。

＜発表者の感想＞

　普段自分たちが実践していることをまとめて、発表をするということは、自分自身の学びとなりました。また、他の
施設の取り組みを聞くことで、自分たちの施設の良いところ、反対に課題であると思われるところなど発見することが
できました。�
　介護実践研究発表会に発表者として参加するには、普段の業務に加え、資料集めから発表文章の作成など大変な部分
もありますが、やり遂げた達成感を得ることもでき、この思いを次の業務へと活かしていきたいと思います。�

＜来場者の声＞

　実践研究発表会の開催、ありがとうございます。大変勉強になりました。私も特別養護老人ホームで介護士をしてお
ります。ひとつひとつの研究発表をみて、ご利用者様に対して少しでも良い生活が出来るよう、努めていきたいと思い
ました。�

＜来場者の声＞

　とても分かりやすく、日常で取り入れられる内容がたくさん聞けて良かったです。歯だけでなく、舌苔もきれいにす
ることが味覚の変化にもつながると知ることができました。�
�
　義歯の磨き方などとても参考になりました。義歯はとても大切なものであると改めて感じました。大切なものとして
扱わなければいけないと思いました。義歯を入れていないと踏ん張れないというのは、目からうろこでした。�
�
　ご利用者の口に関心を持つことが、誤嚥性肺炎予防となる。義歯が入っていない利用者様は、転倒のリスクが高い。
お元気な方や夜中にトイレに行かれる方は、考えなければいけないと感じました。�

特別講演

� （真庭地区：広報・菅原）



令和 2年 6月（10）らしんばん

青年 隊「晴れる家」隊員
がんばって います

青年隊 ｢晴れる家｣ 活動報告！

プレゼン大会＆新年会
　2020年１月30日（木）、晴れる家プレゼン大会＆新年

会を開催しました。

　プレゼン大会では、晴れる家メンバー内で３～４人の

グループを作り、晴れる家でどんな企画がしたいかをそれぞれ考え、プレゼンしました。

　就職して１年たったメンバーが、日々の業務の中で利用者様と関わる時間がなかなか

ないため、晴れる家で何か利用者様に還元できる企画や、メンバー内の知人を呼んで、

晴れる家の活動を知ってもらうための交流パーティーといった企画、

日頃のストレスを汗をかいて発散させるためにボーリング大会と

いった企画や、コミュニケーションとは何か、コミュニケーション

アップできるような企画がプレゼンされました。今年の最優秀賞

は、コミュニケーションアップできるような企画を考えたグルー

プでした。

　2020年度は、今回のプレゼン大会で考えられた企画を実施す

るので、気になる企画があればぜひ参加してみてください。

� （晴れる家　岡本）

コラボ企画研修会
　こんにちは晴れる家です。

　2019年11月23日(土・祝)、津山市にある救護施設津山広済寮にて山陰・介護アク

ションさんと二回目のコラボ企画研修会を開催しました。

　今回のテーマは『体験』でした。

　最初に私たちが考えた高齢者疑似体験をし、次にワールドカフェをし

ました。

　高齢者疑似体験では、高齢者の格好をして飲み物を買う側と店員役に

別れて体験して頂きました。普段気にもしなかった事を体験出来たこと

で、高齢者の気持ちを知ることが出来、大きな気付きとなりました。

　ワールドカフェでは、最初にした高齢者疑似体験のことや自分が今

までに体験をしたことを話し合い、わきあいあいとした雰囲気でした。

　山陰・介護アクションさんとのコラボ企画は一年振りでしたが、

楽しく開催することができ、良かったと思いました。

　こうしたコラボ企画を通じて、たくさんの方に高齢者の事、介護

の事を広く知ってもらいたいと思いました。� （晴れる家　大佛）
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入会説明会
　県内の養成校で行われる入会説明会に、晴れる家メンバー

も行ってきました！

　入会率が伸び悩む中、入会者を呼び込むチャン

スです。説明会では、職能団体の意義、介護福

祉士会に入って良かったことをお伝えしました。

生徒さんは真剣に話を聞いてくださり、終わっ

た後の感想で「入ってみたい」と言ってくださ

る生徒さんもおられました。

　残念ながら今回は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、説明会に行けなかった養成校も

あります。一人でも多くの方が入会してくださることを願っています。�（晴れる家　早見潤）

青年隊 晴れる家メンバー募集 !!
晴れる家は岡山県介護福祉士会や介護という仕事のPRや

介護に関わる若者のネットワーク作りなどを

目的としています。

とにかく楽しく活動することをモットーとしています。

晴れる家で一緒に活動しませんか？

是非企画にご参加ください。

【お問合せ・申込先】
※電話、FAX、e-mailにて会員番号、お名前、連絡先をお知らせください。
　晴れる家よりご連絡いたします。

岡山県介護福祉士会　事務局
〒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
	 TEL086-222-3125　FAX086-222-6780

e-mail：okayama-kaigo@woody.ocn.ne.jp

Faceboo
kもしてい

ます。

「いいね
」

よろしく
お願いし

ます。
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ご利用者、職員へのCOVID-19の影響を振り返って
～手作りマスクのコンテストを開きました～

　今春、花粉症やウイルスの流行の他、新型コロナウイルス感染者拡大の
ため、社会的に不足してしまった「マスク」は多くの方の関心事だったの
ではないでしょうか。当社も感染防止対策に奔走する中、衛生備品の調達
は容易ではありませんでした。ご利用者も外出自粛され、利用控えも増え
ました。目に見えない不安の中、誰もが気が滅入ってしまう日々に、私た
ちは、前向きな生活意識や交流の広がりを図ることを目的に、ご利用者や
職員を対象に「手作りマスク」のコンテストを開きました。
　４月１日～30日の間、事業所、個人を合わせて87件のエントリーがあり、
作られたマスクの総数は833枚。審査では、出来栄えの美しさ、驚くほど
の個数を製作した事業所を表彰。ご利用者と施設との一体感を感じる機会
になりました。
　この取り組みを通して、職員からは「心身機能だけでなく、ご利用者を
取り巻く環境や生活の充実を考える機会になった。」といった声があり、
ご利用者にも「誰かのために」と役割が生まれ、日常生活の活性化になり
ました。

　新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、タブレットにて、アプリの
Skype（スカイプ）を使用したテレビ電話を活用し、面会の取り組みを行いました。
　ご利用者もご家族もどちらも戸惑いながら、使われていました。やはりご利用
者には、テレビ電話はなじみもなく、どのようにしたらよいのかわからない様子
で画面を見ながら、映っている家族の顔を一生懸命に触ろうとされるご利用者も
いらっしゃいました。

　中には、久しぶりに息子さんの顔を見て、涙ながらに会話され、「会えて嬉しかった。」と笑顔で言ってくだ
さるご利用者もおられ、職員も申し訳ない気持ちになると同時に、今この時に私たちにできることは何なのか、
何をしなければいけないのかと、考えさせられました。
　「アフター�コロナ」で、生活スタイルが変わっていくと予測される中、私たち介護福祉士も、ご利用者・ご
家族の「笑顔」が見られるよう、今後の生活様式の変化に対応する努力が必要であると考えます。

� 旧・広報委員長 　　　　　　　　　　　　　
� 真庭地区：菅原（介護老人保健施設ゆうあい）

　緊急事態宣言が解除されたとはいえ、事態の収束はまだまだ見えてきません。未知のウイルスへの対策にみなさん
悩まれ、ご苦労されておられるのではないでしょうか。
　今回、特別ページとしてある事業所の取り組みをご紹介します。みなさんの対策や工夫、事業所での取り組みなど
教えてください。教えていただいたアイデアを今後もご紹介していきます。
　みんなで一緒に乗り越えていきましょう！

コロナになんて負けないぞ！

終わりの見えないこの状況に、心も体もお疲れのことと思います。
くれぐれもご自愛いただき、一緒にがんばっていきましょう。

がんばろう、介護福祉士！がんばろう、介護職！

新・広報委員長
岡山地区：河㟢（株式会社創心會）



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。

令和 2年 6月（16）らしんばん

～私のお勧め～

　今年の春は自粛ムードでしたが、皆様どう過ごされ
ましたでしょうか。筆者もツーリングで愛媛県は松山
市に行く予定を中止して悔しい思いをいたしました。
　というのも、松山市の「清まる」というお店にトン
カツパフェなる名前から味の想像が出来ないステキな
メニューがあるのです。フルーツに生クリーム、みつ
豆等のいわゆるパフェにトンカツという見た目も衝撃
的ですが食べて美味しい二度目の衝撃！
　これ以外にもスタンダードな物から冒険心をくすぐ
る物まで様々なメニューがあるので、一度その目と舌
で確かめてはいかがでしょうか。道後温泉から足を伸
ばせば行ける場所ですので、この先世間が落ち着けば
観光旅行での土産話にはピッタリかと思います。
� （ペンネーム：陸棲かっぱ）

雨 や ど り
� なみ　画

菅原　摂子 小橋謙太郎 池田　和輝
平松　稔之 森谷　謙作 大森　幹人
早見　潤一 山㟢　一範 平井　大介
吉川　信一 西本　光男 立間百合子
内藤　佑弥 河島　友美 池田　和彦
甲加　勇樹 磯田　明枝

岡山県介護福祉士会
広報委員会

編 集 担 当

トンカツ

トンカツ


