
平成２３年度 岐阜県介護福祉士会 事業報告 

                          

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） 

  ・飛騨地区研修会１  

    日時 4/23(土) 13:00～16:40 

    会場 高山市文化会館2F 研修室               参加者 ４５名 

    テーマ 「介護福祉士に求められる認知症ケア」「パーソンセンタードケアとＤＣＭ法」 

    講師 さわやかナーシング川辺 施設長 山田典孝氏         岩永理事 

・岐阜地区研修会１  

   日時 6/5(日) 14:00～16:00                 担当 森井・二村・兼松 

     会場 中部学院大学短期大学部 介護実習室          参加者 ３０名 

   テーマ「高齢者・障がい者への心身へのアプローチ法」 

       ～リラクゼーション＆アクティヴェイションマッサージ～ 

   講師 中部学院大学 准教授 横山さつき 氏 

・岐阜地区研修会２ 

    日時 9/24（土）9：30～12：20                担当 森井・二村・兼松 

  会場 東海学院大学短期大学部 介護実習室          参加者 ３２名 

    テーマ 「介護福祉士による医療行為の法改正」 

「たん吸引に関する基礎知識」 

「第９回日本介護学会発表報告」 

 講師 東海学院大学総合福祉学科  準教授 遠藤 幸子  先生 

                 助教  浅井 タヅ子 先生 

                     岐阜県介護福祉士会  研究委員 

・岐阜地区研修会３ 

    日時 1/14（土）1/15（日）1/22（日） 各 9：00～17：30   担当 森井・二村・兼松 

  会場 華陽デイサービスセンター2 階研修室   

テーマ 「実技研修会」        参加者 14 日 13 名   15 日 15 名   22 日 12 名 

    講師 岐阜県介護福祉士会会員の介護技術講習会主任指導者又は指導者       

        森井・川村・林マ・奥村・後藤・兼松・二村・前田・松原  

研修説明（介護の心構え）・受付  馬渕・林麻 

○ 介護護福祉士初任者研修 

    期日  8/27(土)   9/5(月)  9/25(日)  

会場 東海学院大学短期大学部                参加者 ６名 

 講師 東海学院大学 助教 浅井タヅ子 氏 

    名古屋女子大学 特任講師 木俣光江 氏     

岐阜県介護福祉士会  

○ 介護福祉士実習施設実習指導者講習会 

    期日 第１回  8/19(金) 8/27(土) 9/2(金) 9/25(日)         参加者  ５９名 

    会場 東海学院大学短期大学部                次回登録 ２０名 

    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 

愛知文教女子短期大学 准教授 木戸美代 氏 



スタッフ①奥村・馬渕・二村・森井(半日) ②奥村・川村 ③奥村・稲見 ④奥村・松原 

○ 東海北陸ブロックリーダー研修会１（愛知県介護福祉士会主催） 

日時  12 /10(土) 9:00～17:00 

会場 愛知県 桜華会館南館 

○ 東海北陸ブロック研修会（福井県介護福祉士会主催） 

期日 7/16(土) ～7/17(日)                    岐阜県からの参加者  ５名 

   会場 7/16 福井県県民ホール 福井駅東 AOSSA 8Ｆ 

      7/17 曹洞宗 大本山 永平寺 

○ 「たん吸引」「経管栄養」のテキスト販売 支部で受付 日介へ注文 １冊500円（送料込） 

○ 日本介護学会 

期日 7/9(土)       会場 沖縄県    発表者 兼松・後藤・浅井・二村・森井 

○ 全国大会  期日 11/10(木)～11/11(金)    会場 青森県     

 

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・兼松 

○ 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       

 ○ 介護実技講習会～現講師学習(13:30~15:30) 

  期日 4/17  5/22  6/26  7/24  8/28  9/18  10/23   

 会場 デイサービス各務原 

 

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 6/19(日) 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） 

○ ホームページの作成・更新 

    担当 奥村 

 ○ 全国一斉介護相談 

    日時 9/19(月) 9:30~15:00                     相談件数 ６件 

会場 イオン各務原店１F  ふれあいコート 

担当 奥村・松原・川村・浅井・馬渕・兼松・森井・後藤・稲見 

○ 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  9/25(日)    

会場 東海学院大学短期大学部   受験者 11 名 送付 7名    担当 奥村・兼松 

○ 「介護の日」の普及啓発及び広報活動 

        日時 11/6(日)  9:30~15:00           

会場 イオン各務原店１F ふれあいコート           

担当 奥村・松原・川村・浅井・馬渕・兼松・森井・稲見・東海学院大学学生４名 

○ 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  12/4(日)  

岐阜会場 東海学院大学短期大学部        受験者 ４３名  送付者 １９ 名 

            担当 奥村・馬渕・松原 

東濃会場 県立坂下高校                受験者 ４７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 2/4(土) 2/5(日)            

会場 東海学院大学短期大学部 介護実習室           受講者 ８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 森井・兼松・二村・川村・奥村・馬渕  
○ 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 4/17  5/22  6/26  7/24  8/4  8/28  9/18  10/2 10/23  11/27  12/25  1/8 

 2/12  3/11 

 会場 デイサービス各務原 or 県民ふれあい会館３F男女共同参画プラザ or 中山道会館 

○（社）日本介護福祉士会通常総会 

  日時 5/28（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 奥村・前田 

○ 岐阜県介護福祉士会通常総会 

    日時 6/5(日) 13:10～13:50  

    会場 中部学院大学短期大学部   

     参加者  ２７  名 

       担当 森井・二村・兼松・奥村 
○ 全国都道府県事務局担当者・会長合同会議 

    期日 7/15(金) 

        会場 ウィリング横浜  

    出席者 奥村・馬渕 

○ 全国都道府県会長会議１ 

    期日 7/15(金)～7/16(土)  

        会場 ウィリング横浜  

    出席者 馬渕 

○ 全国都道府県会長会議２ 

    期日 2/25(土)～2/26(日)  

        会場 ウィリング横浜 

    出席者 奥村 

○ 東海北陸ブロック正副会長会議１ 

日時 7/15(金)  13:00～14:00 

会場 ウィリング横浜 

出席者 岐阜 ２名（馬渕・奥村） 愛知  １名 三重  ２名 静岡  １名  

福井 １名 石川 １名 富山  ２名（内ブロック長 1名） 

○ 東海北陸ブロック正副会長会議２ 

日時  12 /11 (日) 9:00～12:00 



会場 愛知県 桜華会館 菊の間 

参加者 岐阜 ３名 馬渕・奥村・川村  愛知 ４名  三重 1 名  静岡 ３名  

福井 ３名  石川 ３名  富山 ４名（内ブロック長 1名） 

○ 東海北陸ブロック正副会長会議３ 

日時  2/25 (土) 17:00～18:00 

会場 未定 

参加者 岐阜  名 愛知  名 三重  名 静岡  名  

福井  名 石川  名 富山  名（内ブロック長 1名） 

 ○ 一般社団法人化 

  8/23  公証人役場にて定款承認 

    10/2   設立の手続き終了 

        主たる事務所 岐阜県羽島郡笠松町長池396番地の2  奥村（方） 

        設立時理事 馬渕清美・奥村昇・前田学 

設立時代表理事 奥村昇 

      設立時監事 杉山明美 

    10/11  法務局にて登記申請 

     10/14  登記確認 

     2/12  理事会にて新事務局・新役員検討 

         3/15  法務局にて新事務局・新役員登記申請 

         主たる事務所 

 所在地 〒501-0234瑞穂市牛牧913番地10 
TEL① 058-322-3971(月・水・金の午後対応)  TEL② 090-7695-8903   

      FAX 058-322-3972   

     E メール① gifukaigo@ark.ocn.ne.jp  E メール② gi-kaigo@ccn.aitai.ne.jp   

ホームページ http://www.ccn.aitai.ne.jp/~gi-kaigo/ 

     3/24  新事務局準備・会計引き継ぎ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


