八重森 秀雄様 81歳 自治会長21年、民生委員7期 自治功労賞の表彰などを受け地域に貢献されました。
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公益社団法人として新出発！
設立二十周年・公益社団法人移行記念事業を終えて
―

―

献する新成人の自覚で︑介護福祉

士として︑専門職として︑会員の

皆様と力を合わせ︑神奈川県の福

祉増進の一翼を担える福祉人材の

月一日︵公益法人法施行日︶に一

ま し た ︒ こ の 間 ︑ 平 成二十 年 十二

久美子会長︶以来二十年が経過し

五年十月二十六日設立︵初代 田口

を開催しました︒早いもので平成

年・公益社団法人移行記念祝賀会

ー来航の間に於いて︑設立二十周

緒あるホテルニューグランドペリ

本会は本年十月二十六日に︑由

て下さいました︒おかげさまで

下さり︑誕生日を心から祝福し

差し上げた殆どの方々がご参会

奈川県知事をはじめ︑招待状を

画をしました︒幸せにも︑黒岩神

していただく会﹂にとの思いで計

本会の新しい出発を祝い︑激励を

とともに︑公益社団法人としての

して︑今日迄のお礼を申し上げる

関係機関・関係者の方々をお招き

うぞよろしくお願いいたします︒

新年をお迎えください︒明年もど

ます︑健康に十分留意され︑よい

例年にない寒い日が続いており

す︒

な組織の再構築を決意しておりま

輩出と公益社団法人としての盤石

般 社 団 法 人 格 を 取 得 ︑ 本年 十 月 一

二十歳の門出にふさわしい︑和

薫子

日に念願の公益社団法人の登記を

やかで楽しく︑華やかで心温ま

野上

済ませ︑晴れやかに祝賀会を迎え

る宴となり︑喜びの中に公益社

公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会長

ることが出来ました︒ふりかえり

記念誌﹁神奈川県介護福祉士

団法人神奈川県介護福祉士会と

したのも︑ひとえに会員として本

会二十年の歩み﹂の編集にあた

ますと組織運営︑研修企画等々全

会を支え続けて下さった会員の皆

り二十 年 を 振 り 返 り ま す と ︑

して新たに出発をすることが出

様は本よりのこと︑陰に陽に本会

﹁こんなにも多数の方々のお力

く素人の私達が会を少しずつ発展

を温かく見守り︑期待を寄せ︑好

添えを頂戴し︑育てていただい

来ました︒

意を持って支援をして下さった数

たのか﹂と胸が熱くなりまし

させ︑今日を迎えることができま

多くの皆様のご厚情の賜物と心か

とともに責任の重さを実感いた

た︒改めて感謝を申し上げます
祝賀会の開催については︑﹁今

しました︒これよりは社会に貢

ら感謝と御礼を申し上げます︒
日までご支援下さいました行政・

40号
（２）
（公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会報）
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泰子様よりお祝いの花束が野上会

人いきいき福祉会専務理事の小川

た︒閉会が近づくと︑社会福祉法

和やかな歓談至福のひと時が続い

となった︒︵文責 コッシュ石井美千代︶

子副会長がお礼の言葉を述べ閉会

さが添えられた︒最後に︑平野浩

長に贈呈され︑祝宴に一層華やか

ティ主宰︶の司会で定刻に開会︒

ながわちえこさん︵スタジオベ

員含め百二十五名が参集した︒す

多くのご来賓にご出席を頂き︑会

リー来航の間﹂︒ご多忙の中︑数

る︑ホテルニューグランド﹁ペ

場所は︑横浜山下公園前の伝統あ

を記念して︑祝賀会を開催した︒

設立二十周年と公益社団法人移行

月二十六日︶午後六時より︑当会

十六日︵金︶︵設立︑平成五年十

秋も深まる平成二十四年十月二

ていただいた︒ご来賓紹介の後は

のお名を︑お一人ずつご紹介させ

を頂戴できなかったご来賓の皆様

載︶また︑時間の関係上︑ご挨拶

戴した︒︵祝辞内容は以下に掲

会会長の石橋真二様より祝辞を頂

部長の和光亨様︑日本介護福祉士

理︑相模原市健康福祉局保険高齢

長の成田哲夫様︑相模原市長代

理︑川崎市健康福祉局長寿社会部

祉部長の妻鳥一富様︑川崎市長代

理︑横浜市健康福祉局高齢健康福

頂戴した︒続いて︑横浜市長代

した︒命輝くような神奈川をつく

現を公約に掲げ︑一年半が経ちま

﹁命輝くマグネット神奈川﹂の実

取得︑心からお喜び申し上げます︒

会二十周年︑及び公益社団法人格

この度は︑神奈川県介護福祉士

す︒その素晴らしさをＴＶで訴え

一生懸命支える素晴らしい仕事で

仕事は良い仕事︒人と向き合い︑

と言いました︒しかし︑ナースの

が﹁我々の仕事は３Ｋ職場です﹂

場と言われ︑ナースの皆さん自身

﹁きつい︑汚い︑危険﹂の３Ｋ職

ました︒その頃ナースの世界は

として︑ナースの問題に取り組み

私は平成三年頃よりキャスター

い︒

予防にぜひお力添えをいただきた

神奈川県介護福祉士会
設立二十周年・公益社団法人移行
記念祝賀会 開催

野上薫子会長が︑設立二十周年を

神奈川県社会福祉協議会会長の篠

るためには︑介護福祉士会の皆さ

るべく︑﹁感動の看護婦最前線﹂

護費を抑え︑かつ県民の生活の質

迎えられたこと︑公益社団法人格

原正治様より︑参会者及び当会の

んは︑正に強力なパートナーであ

という番組をずっとやり続けまし

県知事黒岩祐治様より︑﹁命輝く

次に︑多忙な公務の中︑神奈川

述べた︒

ともご指導いただきたいと挨拶を

人としての新出発を見守り︑今後

様に対してのお礼と︑公益社団法

クールで受賞歴のある伊藤幸子さ

ナーを楽しみながら︑様々なコン

港の夜景を望み︑フルコースディ

う会員たち︒ステージ正面に横浜

食事もそこそこに近況を報告し合

なさる方々︒久しぶりの再会に︑

新たに知り合われ︑名刺交換を

の前に見えています︒医療費や介

費がかさみ財政が破綻するのは目

で押し寄せ︑医療・介護に莫大な出

時︑超高齢化の波が圧倒的な勢い

す︒これから先二十年を見通した

在︑緊急財政対策を実施していま

に厳しい財政状況の中にあり︑現

ご承知の通り︑神奈川県は非常

い介護の感動的な思い出を募集し︑

動の介護大賞﹂を創設︒素晴らし

とです︒その第一弾として︑﹁感

奈川県知事として最もやりたいこ

護の世界に光を当てたい︒私が神

は随分変わりました︒次に私は介

言う思いでした︒今︑看護の世界

た︒看護の世界に光を当てたいと

あり︑介護福祉士の皆様には介護

が上がるためには予防が不可欠で

を無事取得できたことの報告とと

今後の発展を祈念して︑乾杯のご

ると思っています︒

黒岩祐治神奈川県知事

もに︑これまで当会の活動や成長

発声を頂き開宴となった︒

マグネット神奈川の実現に︑貴会

んのピアノの演奏もあり︑優雅で

祝辞

を支えてきてくださった全ての皆

は力強いパートナー﹂との祝辞を

平成２4年12月２５日
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アピールし︑介護の世界で頑張っ

と人とのふれあいがあるのだ﹂と

護の現場はこんなに素晴らしい人

選ばれたエピソードを広め︑﹁介

現在審査に入っています︒そこで

保︑介護サービスの質の向上とい

支えるには︑優秀な介護人材の確

自宅で晩年を迎えたいという方を

になります︒住み慣れた地域で︑

でも健康寿命を延ばすことが重要

り︑財政的にも大変厳しく︑少し

を祈念します︒

するとともに貴会の一層のご発展

いことと思います︒深く敬意を表

い足跡を記したことは大変意味深

貴会がこの二十年間に素晴らし

た︒

キャラクター長寿郎も作りまし

石橋慎二様

会長

日本介護福祉士会

ません︒今後の更なるご支援とご

う心を持つ貴会のご協力が欠かせ

設から二十五年が経過し︑介護福

社会福祉士・介護福祉士制度創

協力をお願いします︒

ている人たちに光を当てたい︒そ
う視点が欠かせません︒
貴会の継続的な取り組みに感謝
し︑貴会のご発展と会員の皆様の
一層のご活躍を祈念します︒

祉士の登録者数は平成二十四年四

相模原市健康福祉局

して︑介護の世界をやり甲斐のあ
る素晴らしい世界にしたいと思っ
ています︒
これからも介護福祉士会の皆さ

保険高齢部長

日本介護福祉士会は︑平成六年

和光亨様
川崎市健康福祉局
現在︑わが国は超高齢社会に突

二月に設立された職能団体です︒

んと共に心を一つに頑張っていき
たいと思います︒本日は︑おめで

入し︑今後更に急速に高齢化が進

介護福祉士の職業倫理の向上︑専

門性の確立︑資質向上のための研

月で百万人を越えました︒

とうございました︒
長寿社会部長

行します︒介護福祉ニーズの増

辞

成田哲夫様

祝

加︑多様化への対応が求められて

横浜市も高齢化のスピードが加

長寿プラン﹂においては︑高齢者

二十六年度までの﹁川崎いきいき

後︑団塊の世代の方たちが高齢者

高齢化率二十％を越えました︒今

た︒しかし︑本年四月の時点で︑

認定介護福祉士資格の創設を進め

の定着につなげることを目的に︑

リアアップを明確にし︑介護人材

した︒最近は︑介護福祉士のキャ

川崎市における高齢化率は︑十

修会︑啓蒙活動︑介護職員の処遇

速し︑予測では二〇二五年には︑

が介護が必要となっても川崎で暮

となる平成二十七年度には︑二十

ています︒

横浜市健康福祉局

いるところです︒

高齢者が百万人を越えるといわれ

らし続けられる支え合いの町作り

三％を越えることが見込まれてい

このような状況の中で︑貴会が

七％です︒政令都市の中では若い

ています︒市の重要施策として︑

を基本目標としています︒平成二

ます︒こうした急激な高齢化の

設立二十周年を迎え︑公益社団法

高齢健康福祉部長

﹁百万人の健康づくり﹂を標榜

十二年より﹁介護予防いきいき大

中︑本年四月に第五期の高齢者保

人に移行されたことは大変喜ばし

改善等︑介護福祉士の社会的評価

し︑身近なところで健康作りや介

作戦﹂を展開しています︒川崎市

健福祉計画を策定しました︒地域

いことで︑貴会の活動を益々活発

相模原市は︑比較的若い世代の

護予防を進める取り組みを広げて

にゆかりのある坂本九さんの﹁上

包括ケアの構築が中心であり︑そ

化し︑社会的評価の向上に努めて

とは言え︑急速に高齢化が進んで

いるところです︒

を向いて歩こう﹂の曲で健康体操

の推進にあたり利用者本位︑自立

いただきたい︒

の向上に皆さんと取り組んできま

平成二十三年度の決算で︑介護

のＤＶＤを作り︑病気に強く日持

支援︑利用者ニーズの代弁者と言

多い都市として発展をしてきまし

保険の給付費用は︑年間一七八〇

ちのする梨︑長十郎からイメージ

います︒平成二十四年度から平成

億円︑一日だと四億九千万円にな

妻鳥一富様
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シャンデリア

ホテルロビー

祝花

おもてなし

祝賀会風景

キャプション

（公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会報）

記念式典

乾杯！

ご来賓紹介

キャプション

フルコースのお料理
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お礼の言葉

お見送り
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素敵な笑顔が咲いたひと時でした！
！

そして今後の二十年に向けて私

と思います︒そしてこれらの継続

学び︑一人でも多くの仲間を増や

最後になりますが︑祝賀会の準

した学びにより︑﹁安心した暮ら

達はたゆまぬ自己研鑽と︑会には

備のため︑会長はじめ役員のかた

し﹂の実現に寄与することができ

しながら︑頑張って行きたいと思

主人︶外国の方がボランティアで

方が忙しい思いをされたことと思

ると思います︒

養成教育の充実が求められている

してくださったそうですが︑﹁神

います︒感謝すると共に︑楽し

います︒

奈川はグローバルだね﹂と言う声

い︑温かい宴でした︒ありがとう

金井直子

係機関の方々や︑日本介護福祉士

お祝いに知事さん始め行政︑関

お料理を頂き︑来賓の方々の祝辞

じ支部の会員の皆さんと美味しい

変嬉しく光栄に思っています︒同

年の祝賀会に参加できたことを大

たが︑どうにか調整して︑二十周

週末の金曜日︑始めは無理でし

くのことが介護福祉士会に求めら

ビスの質の向上など︑これらの多

厳あるケアサービスの提供︑サー

転換にともない︑利用者主体︑尊

た︒措置から契約へのバラダイム

り巻く状況は大きく変化しまし

れ︑早二十年︑この間に福祉を取

始まる前に︑﹁会のあゆみ﹂の

コッシュ石井美千代

梅田滋・熊谷眞理子

記念誌編集委員

期待しています︒

るように︑会の様々なサポートに

れずに実践していけることができ

連携し︑常に﹁高次の概念﹂を忘

そのためには︑今後益々会員が

やら︑うれしく︑楽しい︑めった

ございました︒

ごさせていただきました︒
湘南東支部

会︑関東甲信越ブロック介護福祉

を聞きながらこれからも研修︑勉

れています︒

神奈川県介護福祉士会が設立さ

士会会長の方々など︑遠方からも

強に参加して︑介護福祉士︑専門

そのような背景のなかで︑祝賀

小野裕子

横須賀・三浦支部

に経験できない有意義な時間をす

二十周年・公益社団移行祝賀会に参加して

横浜北支部

久保田紀子
オーバーした体型に何を着て行
こうかと︑数日まえからワクワク
していました︒会場に到着してみ
るとオシャレした皆さんが居て
とってもきれい︒スタッフの方も
受付やその他の役目をテキパキと

ご出席いただき︑二十年の間の交

職として役割がはたせるように頑

会の黒岩神奈川県知事をはじめと

こなされていて︑さすが介護福祉

流の深さと歴史の重さを感じまし

張らなければと認識を強く感じま

したご来賓の方々のご挨拶のなか

士と感じました︒

た︒

した︒

ビデオ映写もあり︑ピアノ演奏と

が寄せられていることを感じると

では︑本会にたいする多くの期待
事業所は︑増加していますが︑私

ともに︑反面︑介護福祉士の専門

介護保険のサービスを提供する

﹁会場も豪華で︑品格があって︑

の事業所も人材が不足しているの

共に︑ご馳走をいただいていると
良く選ばれましたね︒﹂などの声

性に基づいた実践の真価が問われ
ていると思いました︒

が現状です︒
これからは︑仲間と共に一緒に

が来賓からあがっていました︒
広報のカメラマンは︵会員のご

記念品
〈記念オリジナルファイル、
記念誌、
介護技術基本マニュアル、
押し花栞
（事務員坂本さんの手作り）
、
パンフレット〉
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第一部

生活しやすい国世界
デンマークに学ぶ
かながわ県民センターホール

◎介護の日記念事業◎
人気の高い職種なのだそうです︒
会場からの質問で︑介護現場の人

第二部
デンマークにおける介護技術を学ぶ

利用者・介護者の身体に

手不足をお伝えすると︑驚かれた
様子で︑﹁先日一名の職員募集に

やさしい移乗・移動の介助方法

デンマークは労働環境法に︑職

八〇名の応募があった︒ボラン
ティアも充実しており人手不足は
ない﹂と話され︑日本との違いに

銭本隆行氏を

て開催しました︒講師に日欧文化

パーとチームを組んで市内を巡回

また︑看護師は︑常駐せずヘル

上げない移乗・移動を行う︒本人

数・時間・補助器具を使い︑持ち

している︒状況により︑必要な人

員は無理な体勢をとらないと約束

交流学院

し二四時間業務に当たっていると

がどれだけ動けるかが基本︒二人

驚かされました︒

迎え︑デンマーク・ミドルファー

いうシステムも斬新でした︒

ンヌ・クォーニングさんと副施設

高齢者専用住宅︶の施設長マリア

︵小規模多機能型居宅介護に似た

ボーと呼ばれる高齢者センター

話も多くありました︒

場に立つ人間として共感できるお

驚きの連続でしたが︑一方で︑現

も制度も何もかもが違い︑内容は

日本とデンマークは国の大きさ

い﹂の補いではなく︑ICFであ

介助を繰り返し行う︒﹁できな

用者の承認を得ながら︑声かけ・

サブの合意で﹁話す・動く﹂を利

介助の場合は︑介護者のメインと

ら︑実際にエイボーに暮す利用者

した︒内容は市高齢者福祉施策か

人にパネラーとしてお話を伺いま

ない﹂とあるそうです︒自分達の

小さな花もまた持たなければなら

分ではない︒人は︑太陽︑自由︑

ンの言葉には﹁生きるだけでは十

デンマークで有名なアンデルセ

事に﹁介護者の身体にやさしい介

用の技術を学ぶ︒介護の日記念行

つながる︒ボデｲ

の自立の喜びは日常活動の獲得に

to

の話まで︑幅広く︑大変有意義な

エイボーも﹁エデン・オルタナ

護技術﹂を︑充実した内容に振り

=

小堂あけみ︶

メカニクス活

利用者

介護の仕事に従事する人はすべ

ティブ︵価値ある生活を送れる家

返りと気づきを頂き〝目から鱗が

help.

て﹁社会保健介護士﹂﹁社会保健

を創造する︶﹂を目指しまだ発展

落ちる〟︒ありがとうございまし
︵横浜北支部

self

介護ヘルパー﹂と呼ばれる資格が

途上であるというお話からは︑高

ものでした︒

必須で︑この資格を得るために実

た︒ 感謝！
田島彩子︶

い志が感じられました︒
が必要であり︑難関ですが大変に

︵川崎支部

務経験及び数年にわたる教育期間

る︒自助への支援Help

長ユッテ・ヨーンセンさんのお二

学院長

ト市︵人口約三万八千人︶エイ

ベントを神奈川県より委託を受け

公益社団法人としての最初のイ

№１

平成２4年12月２５日
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今後の研修予定
日

時

H25.1/20
14：00〜17：00

テーマ

講

他人事ではない認知症

師

会

場

メディカルケアコート
・クリニック
院長 小阪憲司氏

ヴェルグ横須賀
第1会議室

H25.1/20、2/25、3/1 スーパービジョンの理解と実際
10：00〜16：30
（講義と演習）

西片医療福祉研究会
代表 山田美代子氏

ウィリング横浜

H25.1/26, 27
10：00〜16：30

介護過程の展開と個別ケア

浜松聖隷クリストファー大学
教授 中村裕子氏

神奈川県立
保健福祉大学4階

H25.1/26
13：30〜16：30

市民公開講座
死ュミレーション

H25.2/15
13：30〜16：30

アクセサリーのリフォーム

鎌田サト子氏

神奈川県
介護福祉士会

H25.2/17
9：30〜16：50

第25回 国家試験受験対策
介護実技講習会

神奈川県介護福祉士会
介護技術講習主任指導者

ウィリング横浜
介護実習室Ⅰ

H25.2/20
13：30〜15：30

特発性正常圧水頭症について

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱コッドマン事業部
疾患啓発事業マネージャー 佐々木博信氏

ウィリング横浜
123研修室

横須賀老人ホーム
看護相談担当課長 山本匤子氏他

ウィリング横浜

横浜弁護士会 高齢者･障害者の
権利に関する委員会委員他（予定）

ウィリング横浜
研修室

①H25.2/27、②3/10 「たんの吸引・経管栄養」に
10：00〜16：00
ついての知識と理解
H25.3/9
10：00〜16：00

藤沢産業ｾﾝﾀｰ
7階第1会議室

（NPO）市民福祉団体全国協議会復興支援
事務所 所長 安部白道氏

高齢者の権利を積極的に擁護する
〜虐待の早期発見と連携〜

推薦映画 ２０１３年１月１９日（土）ロードショー
山田洋次

「東京家族」

監督５０周年記念作品

監督作８１本目となる「東京家族」は、日本映画史上最も重要な作品の一つで、
２０１２年
に世界の監督が選ぶ最も優れた映画第１位に選ばれた「東京物語」
（小津安二郎監督）
をモチーフにした、
＜今の家族＞の物語です。
出演●橋詰功、吉行和子、西村雅彦、夏川結衣、中嶋朋子、林家正蔵、妻夫木聡、蒼井優
ご希望の方には、特別インナー券（全国共通特別鑑賞券）を1,000円でおわけ致します。
申し込み締切り ●２０１３年１月３１日 事務局までご連絡下さい。
０４５−３２３−１０８５

編 集 後 記

本会は設立二〇周年を迎えると

ともに︑一般社団法人から公益社

団法人へと新たな出発をいたしま

した︒一般社団からの移行には複

雑な手続きや厳しい条件のクリア

など困難を極めました︒関係者各

位の多大な尽力の甲斐あって︑こ

の日を迎えられたことを大変喜ば

しく思います︒また設立二〇周年

記念祝賀会に出席できなかった皆

様にも︑紙面を通して盛大かつ華

四〇号

やかに開催されたことをお伝えで

きれば幸いです︒

︵田島︶

ほほえみ
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