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平成二十五年度
埼玉県介護福祉士会通常総会 が開かれました

年

活動計画や予算・決算などを可決
平成

月

た︒
記 念式 典 は︑

会が 開か れ まし

祉士 会の 定 時会
員総 会及 び 研修

人埼 玉県 介 護福

館で︑ 平成 年
度の 一般 社 団法

れました︒
その後は︑県内の高齢介

えについて﹂の意見が出さ

見として︑﹁事業の拡大や
会員の拡大に向けた会の考

総会の中で会員からの意

全て議案通り可決されまし
た︒︵新役員は２面に記載︶

県社 会福 祉 協議
会の 有山 達 也事

宏明 課長 ︑ 埼玉

埼玉 県福 祉 部社
会福 祉課 の 渋谷

ました︒
最後に︑会員交流︵講演・

中満枝様が記念講演をされ

が行われ︑午後からは︑つ
ばさ社会福祉士事務所の田

の挨 拶に 始 まり︑ 制度施策等に関する研修会

護・障害者支援等の動向︑

理事の役員改選が行われ︑

計画と予算︑また今年度は

総会では︑ 年度の事業
報告と決算︑ 年度の事業

いただきました︒

青木孝志会長からご挨拶を
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介護 福 祉士 のイ メ ージ 向上 を 目指 して

埼玉県介護福祉士会

皆 様こんにちは︒梅雨時の鬱陶しいさ 中にもかかわ
らず ︑定時会員総会に多くの皆様にご出 席頂き︑心よ
り感 謝を申し上げます︒ご来賓の皆様の 温かいご挨拶

に心 強い支援を頂いていると感じました︒

介 護保険制度施行 年目となり︑平均 寿命の延びに
準じ て介護を必要とする人の増加が見込 まれます︒介
護職 員の定着支援等︑人材確保が喫緊の 課題となって

おり ます︒﹁地域包括支援システム﹂の 構築﹁痰の吸
引の施行﹂等︑社会的介護・福祉ニーズの変化に伴う︑

介護福祉士に求められる社会的価値の変化といえます︒
﹁ 認定介護福祉士﹂︵仮称︶のモデル 事業が実施さ
れて いるところで︑第 段階の研修が 月に終了︑次

に第 段階の研修が予定されています︒ また︑平成
年度 から全ての介護福祉士が国家試験に よる資格取得

士の エネルギーを職能団体として更に力 強くし︑共に
向上し合う中に︑社会的に発信できるものと思います︒

介 護の質の確保は︑利用者の生活の質 に深く関わる
もの であり︑専門職としての責務といえ ます︒介護福
祉士 のイメージの向上は︑私たち一人一 人の介護福祉

とな り︑介護人材の量的確保と︑質的確 保の重要性も
あい まって求められるものです︒
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研修会
及び交流会
した︒ありがとうございま

担い手として関わっていく
ことにエールをいただきま

どうぞ皆さん︑職場にも

んも︑体が温まった頃には
笑顔満載で踊ってました︒

小野田 寿恵・寺澤英一・泉栄・青山 節子・芳野不知子

持ちかえり﹁レクダンス﹂

（研修委員）坂 本久子・小島原道子・勝俣仁 美・山崎綾子

した︒

【事業部】 片山紀美子・市 村利一 （事業委員）池田彰子・ 菅原とき・奥部町子・左座さとみ・ 野田敦史

を広めてください︒心も体
も癒されますよ

【副会長】 島田広・清水剛

午前中の定時総会が滞り

なく行われ︑お昼休憩をは
さんで午後より︑社会福祉

会員交流会では︑どのく
らいの方が参加していただ

【会 長】 平木久子

【研修部】 島田広・久保よ ね子・戸塚靜枝

士としての田中様の経験も

交えながら︑私たち介護福
祉士は利用者にとってより

生活に密着した身近な存在

であり︑利用者の権利擁護

のためには︑専門職として
どのように対応していくか

をご講演いただきました︒

介護福祉士がこれからも
地域・社会を支える大きな
けるか不安でしたが︑ほと

んどの皆さんに残っていた
だきました︒

最初は声を出す運動と題

してコーラス︒その後︑会

員交流会スタッフが一生懸
命覚えた﹁レクダンス﹂を

参加者全員で踊りました︒

★スカイツリー音頭★花は
咲くを二曲披露︒

はじめは少し照れながら︑

硬直して踊っていた会員さ

平成25年度埼玉県介護福祉士会組織図

【広報部】 石原恵梨・横川 梅子・富原恒子・清水剛・井 上尚志
【事務局】 酒井さと子・小島原 道子・勝俣仁美・池田彰子・ 平木久子

ヨロシク

【会 計】 横川梅子・髙木三枝 子
【監 事】 橘英美子・平山文子

【 ブロック研修・交流】担当
◆県 南ブロック◆市村・西村・小 野田・清水・高木・坂本・ 横川・片山・菅原・奥部・ 左座・井上・飯島・泉・松平 ・青山・酒井
池田・平山・高舘
◆県 央ブロック◆富原・三本松・ 島田・石原・山崎・芳野・ 寺澤・熊木・髙橋・町田・ 小島原・石井・中島・佐久間 ・高山
◆県 北ブロック◆戸塚・久保・弊 子・岩淵・大久・福地・土 岐・橘・野田

今年度 の総会時にご協力を申し出ていただきました。宜しく お願い致 します。
今年度は 、主 にブロック研修会担当としてお願い致 します。
◆委員としての協 力者名：石井望（富士見市） ・中島靖（富士見市）・井 上尚志（久喜市）・佐久間 安子（入間市）
飯島直子（吉川市）・寺澤 英一（川越市）・高山佳子（ 越生町）・泉 栄（春日部市）
松平一貴（越谷市）・瓶子 敦子（熊谷市）・島田浩瑞（ 杉戸町）

現在開 催中の研修
★サービス提供
責任者研修
︻日程︼７月 日︵日︶〜
月 日︵土︶全 日間
※内容
・介護保険 法と訪問介護

②チームのまとめ役として
のリーダーシップ

えます︒この研修会を通し ★介護福祉士実習指導
者講習会︵全４日間︶

る人にとっても︑負担の少
ない安心・安全な介護と言

︵土︶

③問題解決のための思考法

てより良い介護技術の習得

要 な医療知識と 緊急対応
︵ 時間︶
・ 個別事例への 関わり方
④セーフティマネジメント

︻日程︼ 月 日︵日︶︑
日︵月︶ 月９日︵土︶︑

ます

得することを目的としてい

を指導する上で必要な専門
的知識及び教育方法を︑習

導者を対象に︑﹁介護実習﹂

介護実習Ⅱを受け入れる
介護技術養成施設の実習指

︵ 時間︶

★介護技術講習指導者
養成講習会︵全２日間︶

： 〜 ：

を目指します︒
︻日時︼ ８月 日︵土︶

⑥総合学習

⑤介護職の健康・ストレス
管理

★ファーストステップ
研修会
︻日程︼７月 日︵日︶〜
２月 日︵火︶︵平成 年︶
︵全 日間︶
※内容

︵ 時間︶
・訪問介護計画手順書の作
１︑ケア領域
①コミュニケーション技術

護現場における指導的立場

月 日︵月︶

★初任者研修会︵全３
日間︶

日︵日︶

報

告

13

介護技術講習指導者要件

成及び記録︵ 時間︶
・他職種との連携コミュニ
の応用的な展開

での指導ができることを目
的としています︒

・事業所内で部下を指導教
育する方法︵ 時間︶

に該当する方を対象に︑適
切な介護技術を確認し︑介

ケーション︵ 時間︶

②ケア場面での気づきと助
言

︻日程︼ 月 日︵土︶・

・サービス提供責任者に必

的理解と展開

実践的理解と展開
④介護職の職業倫理の実践

③利用者の全人性・尊厳の

今後の研修︵予定︶

介護福祉士国家資格取得
後の能力開発とキャリアアッ

祉士会生涯研修制度の一環
として実施致します︒
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平成 年 度 第 回 介
護労働懇談会が 月
日開催さ れました︒
約 の関係機関が集
まり︑人材確保・定
着のため意見交換を
しました︒

7

２︑連携領域
①家族や地域の支援力の活
用と強化

自立支援に向けた介護技

︻日程︼ 月 日︵日︶︑

プ支援のため︑日本介護福

術は︑介護を必要とされる

月 日︵土︶︑ 月 日

②観察・記録の的確性とチー ★介護技術フォローアッ
プ研修会
ムケアの展開
③職業間連携の実践的展開

３︑運営管理基礎領域

人にとっても︑介護に携わ
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ぼやきコーナー

私のストレス解消

この頃の突 然のどしゃ 降り雨は︑ まるで今の
私の気分のようです︒
今日も仕事 に追われ︑ 利用者様へ の連絡を忘
れてしまい大失敗でした︒
仕事の忙し さだけでは なく︑職場 での人との
か かわりなど でもストレ スを感じる ことが多く
な ってきてい ると思いま す︒他の人 たちも同じ
なのか？それともうまく発散できているのかなぁ
⁝ などと考え ているうち に︑悩みの スパイラル
にはまってしまう私です︒
こんな私の ストレス解 消法は︑介 護福祉士会
の活動への参加です︒
仲間と話を したり︑同 じ活動をす ることは︑
連帯感を感じ︑癒しの
ひと時となっています︒
やはり︑同じ業種だ
からこそ︑気持ちが通
じ合える部分があるの
だと思います︒
皆さんの中にも同じ
ような﹁ぼやき﹂を抱
えた方はいらっしゃい
ませんか？ ︵会員Ｔ・Ｔ︶

ぼやきコーナーを設けました！皆様の投稿お待ちしてます

20周 年 記 念 事 業 に む け た お 願 い で す
埼玉県介護福祉士会が法人化され、平成26年には「20周年」を迎えようとしていま
す。当初は少ない会員数でしたが、現在620名程となり大きな会に成長しております。
今後も更なる前進を目指していきたいと思います。さて「山あり谷あり」で歩んでき
た20年の貴重な軌跡を一冊の記念誌にまとめていきたいと思います。会員の皆さんが
「懐かしいな〜」と思う写真や「こんな事があったね〜」などの想い出話などがあり
ましたら、介護福祉士会事務所までご連絡いただけますようお願い致します。

集

てまだ５年の若輩者ですが、よろしくお願いいたします。会報の編集では、ソフトの使い方が

編

今年度より、広報部でお世話になることになりました、井上と申します。介護の世界に入っ
分からない…「どうやってやるんだんべ？」と悪戦苦闘しています。文字打ちや校正は慣れて

もあって、なかなか集まれないのも困りごとです。何だか職場の各種会議みたいですね。
来年は20周年ということで、記念誌等も広報が担当するようです。皆さんのお知恵とお力添
えで、広報活動をがんばります

【広報担当：石原・横川・富原・清水・井上】

埼玉県介護福祉士会の情報・連絡先は
ホームページ http://saitama-kaigo.org/
メール kaigo.saitama＠oasis.ocn.ne.jp

後 記

いるんですが…広報のメンバーもそれぞれ仕事を持っていますし、施設系では夏祭りの時期で

