
平成２２年度 岐阜県介護福祉士会 事業報告（案） 

                                

１．介護福祉士の職業倫理並びに専門的知識及び技術の向上に関する事業 

 ○ 岐阜県介護福祉士会研修会（岐阜地区・東濃地区・飛騨地区） 

   ・岐阜地区研修会１ テーマ「持ち上げない介助」 

   日時 6/6(日) 14:00～16:00                 担当 杉山・森井 

     会場 中部学院大学短期大学部 介護実習室          参加者 27名 

   講師 中部学院大学 教授 後藤真澄 氏  助教授 壬生尚美 氏  講師 浅野恵美 氏 

・岐阜地区研修会２ テーマ「成年後見制度・接遇・笑いヨガ」 

    期日 12/12 日（日）10：00～16：00 

  会場 美濃加茂市中山道会館                 参加者 22 名 

10：00～12：00 「成年後見制度」 

   講師 特定非営利活動法人 東濃成年後見センター  事務局長 山田 隆司 氏 

      13：00～15：00 「介護職員の接遇」  講師 岐阜県介護福祉士会 兼松 

      15：00～16：00 「笑いヨガ」     講師 岐阜県介護福祉士会 森井 

○ ファーストステップ研修 

    期日 4/17,18  5/9,15,16  6/19,20  7/24,25  8/21,22  9/18,19  10/16,17  

        会場 東海学院大学短期大学部又は羽島市中央公民館      参加者 8 名 

    講師・日程  別紙参照   

○ 介護護福祉士初任者研修 

    期日  8/22(日)   8/28(土)  9/4(土)  

会場 東海学院大学短期大学部                参加者 13 名 

 講師 東海学院大学 助教 浅井タヅ子 氏 

    東海学院大学 講師 森川 洋 氏 

    名古屋女子大学 特任講師 木俣光江 氏     
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○ 介護福祉士実習施設実習指導者講習会 

    期日 第１回  9/25(土) 10/10(日) 10/30(土) 11/21(日)    参加者 60 名 

              第２回 12/23(木)  1/10(月)  1/22(土)  1/30(日)   参加者 59 名 

    会場 東海学院大学短期大学部  

    講師 中部学院大学短期大学部 講師 高野晃伸 氏 

あじさい看護福祉専門学校 非常勤講師（前講師） 野倉ヤエ子 氏 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ野のはな取締役（前東海学院大学短期大学部講師） 木戸美代 氏 
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○ 東海北陸ブロックリーダー研修会（岐阜県支部担当日） 

    期日 11/6（土） 13:30～16:40 
テーマ「今期待されるリーダーとは」 

講師 京都花園大学教授 山崎イチ子  氏 

参加者  岐阜 28 名 愛知 2名 三重 2名 静岡 7名 福井 2名 石川 1名 富山 3名 

 



２．介護福祉士教育機関その他関係団体等との連携及び協力に関する事業 

○ 介護技術講習会（中部学院大学主催、東海学院大学主催）への主任指導者・指導者派遣 

   担当 後藤・奥村・松原・前田・川村・二村・森井  

○ ＮＨＫ学園高等学校への社会福祉実習ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ派遣  1 名     担当 兼松 

○ 介護福祉士国家試験（実技試験）実地試験委員派遣 １ 名    担当 奥村 

○ 各種研修・講習会・委員会等への講師・委員依頼への協力       

 

３．介護福祉の普及啓発に関する事業 

○ 「日本介護福祉士会ニュース」や「岐阜県介護福祉士会たより」の発行と送付 

  期日 偶数月中旬及び随時 

   協力 岐阜羽島ボランティア協会・バリカム元気社（障がい支援施設） 

      ・例１ 6/16(水) 初任者研修・模擬試験（ケアマネ・介護福祉士）・実習指導者講習会・

東海北陸ブロックリーダー研修会案内等、印刷・発送（県内団体・会員・計 1100 箇所） 

○ ホームページの開設・更新 

    担当 奥村 

 ○ 全国一斉介護相談 

    日時 9/12(日)  会場 イオン各務原店１F  

担当 奥村・川村・後藤・森井・兼松 

○ 介護支援専門員実務研修受講試験受験対策全国模擬試験  岐阜県会場 

    期日  9/26(日)    

会場 東海学院大学短期大学部   受験者 17 名 送付 4名    担当 奥村・後藤・森井 

○ 「介護の日」の普及啓発及び広報活動 

        日時 11/3(日)  会場 イオン各務原店１F            

担当 奥村・馬渕・川村・松原・後藤・森井・兼松 

○ 介護福祉士国家試験（筆記試験）対策全国一斉模擬試験 岐阜県会場 

    期日  12/5(日)    

岐阜会場 東海学院大学短期大学部           受験者 72 名 送付者 26 名 

      担当 奥村・馬渕・松原・久郷 

東濃会場 県立坂下高校                受験者 36 名   担当 前田・原・他 

○ 介護福祉士国家試験（実技試験）対策研修  

期日 2/5(土) 2/6(日)            

会場 東海学院大学短期大学部 介護実習室      受講者７名 

講師 東海学院大学 助教 浅井タヅ子 氏  

 岐阜県介護福祉士会 川村・杉山・奥村・馬渕・松原・森井・二村・兼松 

○ 日本介護福祉士会及び他団体が実施する調査研究事業への協力 

 

４．本会の運営に関する会務 

○ 岐阜県介護福祉士会理事会 

    期日 4/25  5/30  7/11  8/22  9/12  10/30  12/12  1/9  2/6  3/21 

 会場 岐阜県民ふれあい会館 3 F 男女共同参画サロン 等 



○（社）日本介護福祉士会通常総会 

  日時 5/29（土） 11:00～15:00 

    会場 （株）損害保険ジャパン 本社ビル２Ｆ大会議室 

  出席代議員 馬渕・前田 

○ 岐阜県介護福祉士会通常総会 

    日時 6/6(日) 13:00～13:40  

    会場 中部学院大学短期大学部 

     参加者 26 名 

       担当 森井・二村・兼松・奥村 

○ 全国都道府県会長会議 

    会場 横浜市 ウィリング横浜  

    期日 7/23(金)～7/24(土)  出席者 奥村 

              2/ 5(土)～2/ 6(日)   出席者 前田 

○ 東海北陸ブロック正副会長会議（岐阜県支部担当日） 

日時 11/7(日) 9:00～12:00 

会場 羽島市文化センター 4 階 402 特別会議室 

参加者 岐阜 4名 愛知 2名 三重 2名 静岡 1名  

福井 2名 石川 1名 富山 4名（内ブロック長 1名） 

 ○ 法人化対策 

    岐阜の法務局や日介事務局に相談し、理事会で申請を検討している。 

      

 


