
        

 
 

平成 29年度 公益社団法人日本介護福祉士会 

東海・北陸ブロックリーダー研修 

『動き始めた ＂認定介護福祉士“ 』 
～認定介護福祉士の役割・期待・取得までの方法～ 

日 時  11月 18日（土）13:20～17:00（受付 13：00～  開会式 13：20～） 

◇基調講演 13：30～15：00  講師 太田 貞司 氏 
（一社）認定介護福士認証・認定機構 副理事長、 京都女子大学 教授）  

 

◇パネルディスカッション 15：10～16：50 『介護福祉士のこれから』 

コーディネーター  浅井 タヅ子 氏（一般社団法人岐阜県介護福祉士会長） 

○先進事例 1  公益社団法人長野県介護福祉士会の事例から 畠山 仁美 氏（長野県前会長） 

○先進事例 2  一般社団法人三重県介護福祉士会の事例から 大田 京子 氏（三重県会長） 

○公益社団法人日本介護福祉士会としての取組みと提言    石本 淳也 氏（日本介護福祉士会会長） 

○太田氏、石本氏、畠山氏、大田氏による意見交換     

◇閉会     17：00 

会 場    大垣市スイトピアセンター 学習館 かがやき活動室（大垣市室本町 5丁目 51）       

受講料   会員 1,000円  非会員 3,000円     定員  60名        

  申込方法    申込書を FAX又は郵送して下さい。 締切日以降ご案内をします。 

  懇親会 研修終了後、懇親会を開催します。他県の会員の皆さまと熱い夜を過ごしましょう！太田貞司先生も参加されます！ 

           開始時間＆場所：18:00～ 大垣駅近く（検討中） 

会費：6,000円程度（飲み放題付）※当日集金します  

 

申込み・問合せ先  一般社団法人岐阜県介護福祉士会事務局（〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧 913番地 10） 

  TEL 058-322-3971  ／  FAX 058-322-3972   

申込締切日 10月３1日 

認定介護福祉士が果たす役割とその養成研修について学びます。国家資格である介護福祉士が担うべき 

職務内容を明らかにするとともに、「認定介護福祉士の養成研修」が持つ意味、方向性などを識者にお話 

いただきます。また、動きだした認定介護福祉士養成の先行事例を紹介し、介護人材の課題における認定介

護福祉士の意義と専門職能団体としての活動の方向性を探ります。 

◇受付 13:00～ ◇開会 13:20～ 

 



           

ＦＡＸ送信先 一般社団法人岐阜県介護福祉士会 ０５８－３２２－３９７2 

東海・北陸ブロックリーダー研修（岐阜県） 

参加申込書 

※このまま記入しＦＡＸで送信してください。 

ＦＡＸ送信後、お手数ですが受信確認のため、お電話（058-322-3971） をください 

          

                                                     平成   年   月   日記入 

【申込締切】 平成 29年 10月 31日（火） 

（ふりがな） 

氏   名 

 

 

 所属県支部 

該当にチェック  

して下さい 

□富山県 □石川県 □福井県 

□三重県 □岐阜県 □愛知県    

□静岡県 

性  別 

 

□ 男性   □女性 □会員 （No           ） 

□非会員 （ ）有資格者 （ ）その他 

郵送先 

住  所 

(事業所の場合は 

事業所名も記入） 

 

（〒    ―     ） 

 

 

 緊急連絡先 

 （携帯電話） 

 

 

勤務先名称  

質問等ありまし

たら、ご記入  

ください。 

 

懇親会参加  

について     □ 参加する          □  参加しない 

※申込書に記入していただいた個人情報は本研修のみに使用し、他の目的には使用しません。 



平成 29年度 公益社団法人日本介護福祉士会 

東海・北陸ブロックリーダー研修会（岐阜県）開催要綱 

１．趣旨 

 この研修では、認定介護福祉士が果たす役割とその養成研修について学びます。 

国家資格である介護福祉士が担うべき職務内容を明らかにするとともに、「認定介護福祉

士の養成研修」が持つ意味、方向性等を識者にお話いただきます。認定介護福祉士養成の

先行事例を紹介し、介護人材の課題における認定介護福祉士の意義と専門職能団体として

の活動の方向性を探りたいと思います。 

 

２．メインテーマ    『動き始めた“認定介護福祉士”』 
～認定介護福祉士の役割・期待・取得までの方法～ 

 

３．主催  公益社団法人日本介護福祉士会 岐阜県支部 

 

４．日時  平成 29 年 11 月 18日（土） 13:30～17：00（13：00受付開始） 

 

５．場所  大垣市スイトピアセンター 学習館 かがやき活動室 6-1  

（大垣市室本町五丁目 51番地） 

６．スケジュール 

時 間 内    容 

12：30～13：20 

13：20～13：30 

 

 

 

13：30～15：00 

 

 

 

15：10～16：50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：50～17：00 

受付 

開会式  

挨拶   一般社団法人岐阜県介護福祉士会 会長 浅井 タヅ子  

     公益社団法人日本介護福祉士会 会長 石本 淳也  

 

◆基調講演 「認定介護福祉士の役割と期待」 

太田 貞司 氏 一般社団法人認定介護福士認証・認定機構 副理事長 

         京都女子大学教授 

 

◆パネルディスカッション 『介護福祉士のこれから』 

コーディネーター 浅井 タヅ子氏 岐阜県介護福祉士会 会長 

○事例報告 1～「機構から初めての認証を受けた長野県の事例報告」  

畠山 仁美 氏 公益社団法人長野県介護福祉士会 前会長 

○事例報告 2～「いよいよ始まった認定介護福祉士、三重県の事例から」 

大田 京子 氏 一般社団法人三重県介護福祉士会 会長 

○「日本介護福祉士会としての取組みと提言」 

石本 淳也 氏  公益社団法人日本介護福祉士会 会長 

○太田氏、石本氏、畠山氏、大田氏による意見交換   

 

閉会式  

次期開催県代表の挨拶  石川県介護福祉士会 会長  端 久美 氏 

閉会の挨拶       岐阜県介護福祉士会 副会長 二村 美和子 

 



７．定 員    60名 

８．参 加 費  

（１）介護福祉士会会員    1,000 円 

（２）一  般（非会員）    3,000 円 

 

※受講決定者には、申込締切終了後、受講決定通知書を送付します。その際振込先を記載

しますので、指定された期日までに参加費用をお振込みください。なお、申込締切日を

１週間過ぎても通知が届かない場合は、当会事務局までご連絡ください。 
 

９. 申込方法 

別紙申込書に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸで下記事務局へお申込みください。 

 

10. 申込締切日  平成 29年 10月31日（火） 

 

11. 会場案内   大垣市スイトピアセンター 学習館 かがやき活動室6-1 

 
 

○鉄道  JR大垣駅南口から徒歩15分 

  養老鉄道室駅から徒歩5分 

 

○バス  JR大垣駅南口4番のりばから発車の名阪近鉄バス 

     「スイトピアセンター（若森車庫前）」行きに乗車、 

「スイトピアセンター」下車、徒歩2分 

 

○自動車 名神高速道路大垣インターチェンジから15分 

東海環状自動車道大垣西インターチェンジから5分 

     ※お車でお越しの際は、立体駐車場又は南駐車場を 

ご利用ください。（一般車／1台1回200円） 

駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。      

 

 

12. 申し込み・問合せ先 

一般社団法人岐阜県介護福祉士会事務局 

〒501－0234 岐阜県瑞穂市牛牧913番地10 

TEL 058‐322‐3971 / FAX 058‐322‐3972   

E ﾒｰﾙ gifukaigo@ark.ocn.ne.jp 

 

http://www.geocities.jp/psbtr259/079ogakisuito.html より引用 


