鈴木勝一様 92歳 趣味は謡曲（師範）
、今は脳トレーニングの問題作りに励んでいます。
ともにほほえむ
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平成二十六年は大いなる飛躍の年

実務者研修修了が必須となり︑本

年は施行に向けて準備をする年最

終年になります︒

また介護福祉士のキャリアパス

としての﹁認定介護福祉士︵仮

団法人移行記念祝賀会を開催︑黒

二十六日に設立二十周年・公益社

ています︒

で研修会が開催される予定になっ

を終えて︑本年度から全国数か所

野上 薫子

新年おめでとうございます︒

岩県知事をはじめ多数の関係者の

称︶﹂研修も二年間のモデル研修
会員の皆様には晴れやかな︑希

皆様に祝福されて︑二十歳の新出

加えて本年は介護保険法改正の

望に満ちた新春をお迎えのことと

が出来ました︒

新しい場所で︑新年を迎えること

へ事務所を移転︑平成二十六年は

九日に横浜市中区海岸通の現在地

を離れて︑平成二十五年十月二十

社会福祉会館︵福祉会館︶の近辺

慣れた横浜駅西口下車︑神奈川県

展開し︑さらに積極的に新事業に

昨年までの継続事業を一層活発に

転︑本年はここを活動拠点として

活動の基盤が整いました︒心機一

であった︑公益社団法人としての

ーを整備しています︒昨年の目標

研修が出来る独立した研修センタ

マリンビル三階には五十名程度の

ご案内のように新事務所のある

す多様化すると思われます︒

す︒介護福祉士の働き方がますま

度の持続可能性の確保にありま

アシステム﹂の構築と介護保険制

の基本的な考え方は﹁地域包括ケ

つあります︒今回の制度の見直し

介護保険部会の意見がまとまりつ

施行を目指して︑社会保障審議会

年の通常国会提出︑平成二十七度

年にあたり︑改正案については本

振り返りますと︑平成五年十月

挑戦をしたいと考えています︒

発をしました︒

二十六日に福祉会館一階の神奈川

共同事務所で︑一般社団法人格を

福祉会館三階の社会福祉士会との

月一日︵新公益法人法施行日︶︑

を上げた本会は︑平成二十年十二

齢者福祉施設協議会︶の中に産声

の後三年間の延期により未実施と

及び介護福祉士法で定められ︑そ

す︒平成十九年改正の社会福祉士

とって大きな変化の年になりま

明平成二十七年は介護福祉士に

きく飛躍をする一年に致しましょ

良く︑楽しくスクラムを組んで大

の魅力について語り合いながら仲

が︑本年は会員一人ひとりが介護

不在等々課題は山積しています

場における中堅職員・リーダーの

い致します︒

本年もより一層のご協力をお願

う︒
その後︑平成二十四年十月一日

す︒国家試験受験資格として実務

なっていた﹁資格取得方法の一元
に横浜市西区楠町TAKビル三階

経験三年に加えて四百五十時間の

化﹂が平成二十七年度に実現しま
で公益社団法人に移行︑同年十月

取得しました︒

慢性的な介護職員不足︑介護現
県老人ホーム協会︵現神奈川県高

当会も設立以来︑二十年間住み

思います︒

公益社団法人神奈川県介護福祉士会会長

!!

臨時総会を開催
平野浩子

るが︑交通の便は良いこ

副会長
平成二十五年十月十九

や車椅子も設置できるこ

と︒独立した研修室は︑

総会の議案審議は横浜
と︒そのため研修計画も

日︵土︶十五時からウイ

市西区の事務所を横浜市
立てやすく︑活動の拠点

五十名程度の研修が出来

中区海岸通に移転するこ

としても便利であり︑今

リング横浜において﹁事

とについての審議であ

後ほとんどの研修は研修

る広さで︑介護技術の研

り︑代議員の中から﹁横

センターで実施出来るこ

務所移転について﹂の臨

浜駅で乗り換え︑交通の

と等の説明によって賛成

鑽にも使えるようベッド

便が悪くなる﹂﹁経費の

多数で︑議案通り事務所

時総会を開催した︒

問題はどうか﹂などの質

室はワンルームで︑仕切

いるが︑受講生には﹁以

すでに研修が開始されて

研修センターではもう

移転は決定した︒

りがパーテンションで

前より広くなった﹂﹁明

今までの事務所・研修

あったため︑平日は研修

るい﹂﹁昼休みなどに赤

新事務所は︑神奈川県庁やみな

と み らい地 区 に 程 近い﹁ 海 岸 通 ﹂

にあ りま す ︒海 に 向 かって 右 手 に

ら い 地 区 が あ り ま す ︒す ぐ お 隣

はベイブリッジ︑左手にはみなとみ

は︑ギリシャ・コリント 式の美 しい

日 本 郵 船 歴 史 博 物 館 ︒昼 間 は い

ちょう並木のオフィス街ですが︑夜

らい地 区のロマンチックな夜 景 を

になるとベイブリッジやみなとみ

見ることができます︒周 辺を少し

歩いてみれば︑
おしゃれなカフェか

ら ︑中 華 ︑イ タリアン︑フレンチレ

みなさんも︑お近 くにいらした

ストランまで楽しみも色々です︒

際 には ︑ぜ ひ ︑海 岸 通の 新 事 務 所

及び研修センターにお立ち寄りく
ださい

!

GoGo DeNA

山下公園

マリンビル

横浜スタジアム

問があった︒

室としての機能を十分に

レンガ倉庫︑大桟橋にも

是非︑研修センターを

果たすことが出来なかっ

拠点とした当会の活動に

行ける﹂など好評であ

れ独立してワンフロアー

積極的な参加をお願いし

る︒
で使用できる物件である

たい︒

た︒幸い同程度の料金で

こと︒交通の問題では︑

事務所と研修室をそれぞ

横浜駅での乗り換えはあ

！
！

ベイブリッジ
赤レンガ倉庫
MM21

郵船博物館
ランドマークタワー

い ら っ し ゃ い ！
海 岸 通 へ
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第二十回 関東・甲信越ブロック研修会

急変してもおかしくない方が数名い

べての入居者である︒なかにはいつ

現在︑ターミナル期の対象者はす

るからである︒また︑生活の場での

コールでいつも相談することができ

護現場を理解してくださり︑オン

皆さんが良くやっているから﹂と介

飛行でがんばっているのは︑職員の

グループホームという医療のない

ホーム開設当初からの入居者四名︑

る︒病院へ行くよりも︑本人が安心

ターミナルケアは自然体ではある

生活の場でのターミナル期の方の体

六〜八年四名で︑要介護度四･五の

する住み慣れたホームでの生活を家

が︑体調の変化に早く気づき適切な

導を中心に行なっている︒日中は皮

人が十一名と重度化している︒

族も希望され︑職員も元気なころか

対応を行なうことが必要である︒そ

膚トラブル解消のため布パンツを使

平成二十五年十月二十日︑群馬医

ホームのモットーは外出である︒

ら擬似家族のように接してきたこと

調管理は現在の訪問医の存在が大き

療大学において︑関東・甲信越ブ

毎日買い物に出かける︒十八人中十

で︑ターミナル期を特別なことと捉

して入居者が﹁安心し今を生きる﹂

用︑ボクサーパンツにパットを追加

〜介護福祉士として働く〜が開催さ
三人が外出時車椅子対応になってい

ケアができることは︑家族の理解と

い︒入居者に対して﹁皆さんが低空

れた︒開会式の後︑三分科会︵第一
るが︑毎年行うバス旅行に今年は全

えず自然に受け入れてる︒医師から

協力から成り立っている︒

野村之美氏︑
安森敏子氏が第三分科会で発表

分科会 人材育成︑第二分科会 認

﹁もう長くないのでは﹂と言われた

するなど工夫している︒

知症ケア︑第三分科会 ターミナル

員が参加︑鎌倉へ行き鎌倉プリンス

入居者が回復していく様子に家族と

介護福祉士﹂

ケア︶にわかれての研修︑午後は上
ホテルで食事をした︒

ロック研修会﹁職業

田ビジネス専門学校副校長︑比田井

い研修会となった︒神奈川県から

ルで締めくくられるという内容の濃

﹁我武者羅應援団﹂からの熱いエー

ナルとして働くこと﹂と特別ゲスト

に分けて作っている︒すり鉢で擂る

﹁滑らかになるまで擂る﹂と五段階

て﹁すり鉢でたたく﹂
﹁擂る︵する︶﹂

欲しいという願いから苦肉の策とし

てきたが︑常食と同じように食べて

食事については嚥下困難者がふえ

ださったことは印象に深い︒現在は

深く頭を下げ︑感謝の意を表してく

連れて行った︒そのとき︑ご家族が

日﹂と言われたＡさんを今年初詣に

昨年の暮れに医師から﹁あと数

のあり方を入居者から学んでいる︒

ともに喜びを感じ︑重介護者のケア

ムで最期まで過ごしたいと希望する

ることに取り組んでいる︒偕老ホー

て尊厳あるケア〟を大切に︑今でき

期までその人らしさ︑その人にとっ

や生活のにおいを肌で感じる︒〝最

フロアーで過ごすことで︑生活の音

ターミナル期であっても皆のいる

和孝氏の特別講演﹁プロフェッショ

は︑会員十四人が参加した︒

のは入居者の仕事になっている︒

第三分科会において︑湘南東支部

り︑浴槽をまたぐことのできなく

入浴については身体機能低下によ

職員の声掛けに目を開き返答される

入居者の想いや家族の想いを汲み取

の野村之美・安森敏子両氏がグルー
プホームでの日頃の取り組みについ

りながら︑介護職ができるターミナ

ら︑今後も挑戦し続けていきたい︒

ルケアを入居者と共に模索しなが
腿部頸部骨折や脱水で入退院を繰り

までに回復し︑擂りつぶした物を少

返し︑ターミナルと訪問医に宣言さ

しづつ飲み込んでいる︒Ｔさんは大
敷くことで浮力による入居者の恐怖

なった入居者の変化に合わせ︑浴槽

を軽減した︒最近は重介護者増え︑

れて二年半︑今では言葉を発するこ

内に底上げスノコとビーチマットを

生活場面での介護職にできる
ターミナルケア

職員負担と時間短縮のために入浴リ

て発表した︒

野村之美・安森敏子

ができる︒

方などでＴさんの思いを察すること

とはないが︑目の表情や体の動かし
排泄については︑尊厳を重視して
できるだけおむつを使わずトイレ誘

いる。

フトを導入した︒
偕老ホームでは︑ホームの理念の
もと︑入居者と日々暮らしている︒

偕老ホーム

はずれにある。平

藤沢市の北の

成 1 6 年 2 月に開

設した定員18名

ム。
「入居者してい

のグ ル ープホー

る方のあるがまま

を受け入れます」

をはじめとする５

つの理念を掲げて

平成２5年12月２５日
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月 日は﹃ 介護の日﹄
〜いい日︑
いい日︑
毎日︑
あったか介護ありがとう〜

田口久美子先生の講義
「尊厳を支え自立支援に配慮した介護とは」

神奈川県介護福祉士会会員のみなさまのご協力を得て︑今年も﹃ 介護の日 ﹄
に関連したイベントが行われました︒

月

日 の﹁ 介 護 の 日 ﹂に

﹁介護の日 ひろめ隊﹂出動！
毎年

１１

奈川県介護福祉士会﹂に一新し︑

前︒のぼり旗を﹁公益社団法人神

日ひろめ隊﹂は横浜駅西口高島屋

行ってきました︒今年の﹁介護の

け て﹁ 介 護 の 日 ﹂の 広 報 活 動 を

相模原駅で︑県民のみなさまへ向

す ︒ こ れ ま で︑横 浜 駅︑小 田 原 駅︑

﹁ 介 護 の 日 ひ ろ め 隊 ﹂を 結 集 し ま

は︑各支部より集まった会員で

１１

介護セミナー
昨年度はデンマークより講師を
お招きし︑デンマークの介護福祉
事情及び介護技術を県民のみなさ
まにご紹介しました︒今年度は︑
神奈川県介護福祉士会で開発した
﹁尊厳を支え自立に配慮した介護
技術﹂を県民のみなさまに知って
いただこうと︑本会より正式に認
定を受けた﹁認定指導者﹂七名が
横須賀会場と伊勢原会場で講義及
び介護技術の指導を行いました︒

︽横須賀会場︾
平成二十五年九月二十一日
︵土︶
十三時三十分〜十六時三十分
於 ヴェルグよこすか
十六名参加

︽伊勢原会場︾
平成二十五年九月二十九日
︵日︶
十三時〜十六時

十二名の隊員は神奈川県介護福祉

士会名入りピンクのジャンパー姿

で︑約千人のみなさまにクリアー

ファイルを手渡しながら︑二時間

にわたり熱く活動しました︒

「今日は
『介護の日』
？ 知ってるよ。昨日テレビのニュースで
ひろめ隊のみなさま、
お疲れ様でした！
と通りかかった人も応援
会員のみなさま、来年はぜひひろめ隊に参加してくださいね！ 言ってたからね」

１１

於 伊勢原シティプラザ

「ご存知ですか？１１月１１日は
『介護の日』
です」
「あら、そうなんですか？ 私、家では１００歳のおばあさんを介護してるのよ」

１１

四十五名参加

神奈川県介護福祉士会独自の
「人間の自然の動き」
を指導
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介護相談
今年度も一年を通して、各支部で地域のみなさまに向けての介護相談を開催しています。

県央支部

綾瀬いきいき祭りにて
相談員 ９名
相談件数 １５件
平成２５年１１月4日
（月） 9：00〜15：00

横浜北支部

平成２５年８月２４日
（土）１１
：
００〜１６
：
００

座間市民ふるさとまつりにて
相談員 6名
相談件数 3件

第４０回藤沢市民まつり協賛ブース
（ＪＲ藤沢駅コンコース）
にて
相談員８名
相談件数 31件

秦野市保健福祉センターまつりにて
相談員 ８名

平成２6年1月28日
（火）１3：
００〜１６
：
００
イトーヨーカ堂小田原鴨宮店
（福祉用具売り場）
にて
相談員 ６名

相模原支部

県西支部

イトーヨーカ堂小田原鴨宮店
（福祉用具売り場）
にて
相談員 ３名
相談件数５件

横須賀・三浦支部

平成２５年７月２０日
（土）１３
：
００〜１６
：
００

川崎支部

湘南西支部

平成２６年２月２日
（日）１０
：
００〜１４
：
００

イトーヨーカ堂綱島店にて
相談員 9名
相談件数 31件
平成２５年11月3日
（日）１0：
００〜１６
：
００
中山まつりにて
相談員 5名
相談件数 16件

横浜南支部

湘南東支部

平成２５年９月２９日
（日）１０
：
００〜１６
：
００

平成２５年8月２5日（日）
・２6日（月）１１：００〜１７：００

平成２６年１月
イトーヨーカ堂上永谷店にて
相談員 ５名

平成２５年１１月１７日
（日）１１
：
００〜１５
：
３０
ブレーメン通り商店街
コミュニティーセンターにて
相談員 ５名
相談件数 12件

平成２６年２月１０日（日）
・１１日（月）
4日横須賀市民活動センターにて
相談員 ８名

平成２５年９月１５日
（日）９
：
００〜１６
：
００
イトーヨーカ堂古淵店にて
相談員 ５名
相談件数 ７件

こんにちは 横須賀・三浦支部です！

山町からなり︑神奈川県内で高齢

市︑鎌倉市︑逗子市︑三浦市︑葉

横須賀・三浦支部は︑横須賀

けていきたいと思います︒

会や情報発信をし︑交流の場を設

た︒地域の皆様に有用となる勉強

ての研修と 懇 親 会 を 開 催 し ま し

囲まれた土地柄からか︑やや保守

んてお宅もあります︒三方を海に

人口約四十一万人︒東側は東京

◆横須賀市

少ないため︑現在の中心市街地は

湾︑西側は相模湾︒中央部は山間

昨年度は︑介護相談とレビー小

大部分が埋立地にあります︒ま

的でありますが︑古き良き地域性

体認知症で有名な小阪憲治先生を

た︑トンネルが多いのも特徴で︑

部や急峻な丘陵部が中心で平地が

お招きし︑

ます︒

や海上自衛隊の基地が置かれてい

た︒現在もアメリカ海軍第七艦隊

とされ︑軍港都市として栄えまし

ります︒江戸時代から国防の拠点

ルのおよそ半数が横須賀市内にあ

神奈川県にある道路・鉄道トンネ

も残っています︒

ず︑玄関が百数十段の階段の先な

ところです︒家の前まで車が入れ

に少なく︑坂や階段がとても多い

と思いますが︑実は︑平地が非常

ら︑海をイメージされる方も多い

ロの街三浦︑別荘地葉山などか

三浦半島は︑軍港横須賀︑マグ

です︒

化率︵二十八％︶の最も高い地域

小阪先生の講演会

講演会を開
催しまし
た ︒今 年 度
は︑﹁メンタ
ルヘルス・
セルフケ
ア﹂につい

高徳院の大仏︑あじさいで有名な

倉幕府が開かれた︒鶴岡八幡宮︑

人口約十七万人︒一一九二年に鎌

◆鎌倉市

荒崎海岸

明月院など︑神社仏閣の多いまち
です︒大仏
より高い建
物は建てら
れない規制
もあるんで
す︒

人口約五

◆逗子市
万八千人︒
三浦半島の
付け根に位
置していま
す︒マリン
スポーツ施
設や海水浴

場などが多くあります︒鎌倉と並

び︑古都保存法の歴史的風土保存

区域の指定都市でもあります︒

◆三浦市

人口は約四万六千人︒県内では二

番目に人口が少ない市︵一番人口

が少ないのは南足柄市︶︒三方を

海で囲まれた三浦半島最南端︒マ

グロで有名な

﹁漁業のま

ち ﹂で あ り ︑

大根︑キャベ

ツ︑スイカな

ど﹁農業のま

ち﹂でもあり

ます︒

人口は︑約三万二千人︒別荘地

◆葉山町

でお馴染み︒逗子市同様︑マリン

スポーツに関連する施設も多く︑

ヨットレー

ス発祥の地

とも言われ

ています︒

御用邸や葉

山牛でも有

名です︒

三崎名物「マグロ」丼

葉山マリーナ

記念艦「三笠」
鎌倉大仏殿高徳院
JR逗子駅

43号
（6）
（公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会報）

ほほえみ
平成２5年12月２５日

全国一斉介護相談

者健康福祉機構が発行している
『産業
技術マニュアル」として作成した冊子

保健21』という雑誌で、
「人の自然な

を１９年ぶりに改訂したことはご存知で

受けました。その反響で、
「マニュアル
すか？ あらゆる産業界の仕事における

が欲しいがどうしたらよいか？」と多く

暮らしの
ヒント

〝知りたいこと〟〝教えたいこと〟ためになる情報
をお届けしたいと思います︒いつかきっとお役に立
てることと思います︒必見ですよ︒また︑皆様方の
投稿もお待ちしています︒

三秒間加熱︒高温殺菌は低温殺菌
に比べ︑一万倍の殺菌効果がある

﹁アノネ﹂

相田みつお著
ダイヤモンド社

湘南西支部

吉川昌美

相田みつおの﹁アノネ﹂が

は長期間冷蔵庫に入れないでおく

に大きく影響されます︒特に夏場

度の変化

鮮度は温

ただし

夫︒

月は大丈

季は一ヵ

なし︒冬

いは問題

のを保存すれば夏季でも十日ぐら

良い食品︒冷蔵庫で鮮度の良いも

と同じく

日ですが︑開封したら普通の牛乳

ん︒品質保持期限は開封前で六十

ついては普通の牛乳と変わりませ

存料は使用しておらず︑栄養価に

器に無菌状態で充填されます︒保

はって光と空気を遮断滅菌した容

１５０度で殺菌され︑アルミ箔を

●ロングライフ牛乳⁝⁝１３０〜

いると言われています︶︒

ん︵低温殺菌の方が風味は残って

や吸収の違いはほとんどありませ

＊低温殺菌と高温殺菌では栄養価

く︑優しく︑せつなく︑力強

何と自分が小さいのだろうと

る︒この本を読んでいると︑

う言葉がたくさん載ってい

など︑私の心を虜にしてしま

かったんじゃ遅いんだなぁ﹂

﹁あのねぇ︑死んでから分

り︵偽り︶﹂と読むんだね﹂

とだね﹂

いいからさ︑具体的に動くこ

﹁アノネ︑頑張らなくても

好きである︒

と卵の温度が上がり︑冷蔵庫に入

飲みましょう︒

い︒心を豊かにしてくれる字

る︒

った時など︑私を支えてくれ

更に相田さんの字は︑面白

思ってしまう︒

﹁人の為と書いて﹁いつわ

れたとたん急激に下がります︒温

●成分無調整⁝⁝乳脂肪分の調整

である︒疲れた時︑自信を失
を説明したものです︒消費者の自

︵理事

田島セイ子︶

友達である︒

この一冊の本︒私の大切な

然志向の高まりもありますが︑表

度以下で保存︑早めに
度差が激しいほど卵は傷みやすく

を行っていないもの︒法的に定め

牛乳の表示色々

菌︶⁝⁝１２０〜１５０度で一〜

示がなくても無調整のものが多い

度で三

１０
十分間加熱︒

●低温殺菌牛乳⁝⁝

６５

です︒﹁主婦と生活社決定版﹂より抜粋

〜

られた表示ではなく︑商品の特徴

ため日持ちが良い︒

書籍紹介

日持ちも悪くなります︒

卵は生鮮食品の中でも日持ちの

卵はどれくらいもつの？

ほほえみ塾
●高温殺菌牛乳︵超高温瞬間殺

６２

上げない介護を実践」というテーマ
になりました。平成２５年６月に、厚労省

っともっと実践を積んで自分達の「力」
会の「介護技術マニュアル検討会」が、 事にも大きく影響する内容です。労働

にしていきましょう。
「尊厳を支え自立支援に配慮した介護

庫…等々。嬉しい悲鳴です。私達も、も
腰痛予防対策指針ですが、私たちの仕
皆さんのお手元にはありますか？ 本

の問い合わせが県外から多数入り事務

局は忙しくなりました。新潟、石川、兵

『ANOTHER WORLD〜楽しい介護の世界へ』

平成２5年12月２５日
（公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会報）

ほほえみ
（7）
43号

です。結果として「持ち上げない介護」 動きに着目した技術を身に着け、抱き
が「職場における腰痛予防対策指針」 で、
（福）中心会（海老名市）が取材を

ほほえみ

平成２5年12月２５日

（公益社団法人 神奈川県介護福祉士会会報）

関東・甲信越ブロック研修会に参加して
理事

43号
（8）

ケアマネジメント研究会 活動報告

島谷尚子

担当理事

浦野直子

色づき始めた木々に誘われながら群馬県へ。会場と

「施設入所者のケアプランとはどうあるべきか」
というテー

なった群馬医療福祉大学の学生さんやスタッフのみな

マで、研究会が発足して早くも５年が経過しました。
日本介

さんの温かいお出迎えは、朝からの雨を打ち消すよう

護福祉士会が構築した「生活支援のためのケアプランの

に、
心を晴れやかにしてくれました。

立て方在宅版」の様式をベースに「入所版」の検討・作成

私が参加した分科会、
「 認知症ケア」では、
「どんな

するとの方針で施設入所者の「生活７領域４６項目」にそっ

状態においても
『役割』
を持つことの大切さ」など、
いず

て一つ一つ検討しました。
アセスメントシートが使用可能にな

れの発表も難しいケアの中で、丁寧に根気良く取り組ま

るまで一年半かかりました。
その後、
これを広める活動に 入

れている現場の様子を想像することが出来ました。

所施設部会 で勉強会を行ってきました。再確認できたの

上田情報ビジネス専門学校副校長の比田井和孝先

は、
ご利用者の生活歴とその方の生きてきた時代背景をい

生の特別講演は、具体例を入れながら
「仕事をする上

かに把握しているかが問われるということです。前者はその

で
『どんな思いで』
『 何のために』するか、
その心構えの

人の価値観・こだわりを確認する大切な要素です。
ＩＣＦで言

積み重ねで結果は大きく変わる」
ということを示してくだ

う背景因子です。利用者があきらめていた生活をとり戻すた

さり、
希望を与えてくれるものでした。

めの課題が見えて来ました。
アセスメントシートの有効性を実

締めくくりはテレビでおなじみの「我武者羅應援団」

感しました。今年、
再度研究会メンバーが集まっているのは、

から介護福祉士に向けて、心に響く労いの言葉、力強

「施設版アセスメントシート」の有効性を広めるために、研究

い励ましの応援。会場には涙する参加者続出。感謝感

会で冊子にまとめようという計画があるからです。少しずつ

激の研修会でした。

前進しています。
またこの紙面で報告いたします。

会 員 募 集 ！
編 集 後 記

設立二十周年を迎えた平成二十四

年︒公益社団法人に移行して初の事

業年度の平成二十五年︒平成二十六

年は駿馬の如く︑広報事業部も一歩

介護福祉士
有資格者のみなさまへ

専門職業人としての社会的

□本会は⁝

の幅を広くして︑強く︑速く︑美し

く︑走り抜けたいものです︒本年も

どうぞよろしくお願い致します︒

四十三号

︵広報事業部一同︶

ほほえみ

公益社団法人

平成二十五年十二月二十五日

発行
会長 野上 薫子

神奈川県介護福祉士会

横浜市中区海岸通四丁目

二十三番地

地位及び資質の向上と︑県民

の介護福祉の増進に努めます︒

□会員になると⁝

お手元にお届けします︒

・研修案内等を二ヵ月に一度︑

・会員価格で研修会を受講で

きます︒

・介護技術や介護福祉の最新

二︑〇〇〇円

情報を提供します︒

入会金

五︑〇〇〇円

□会費⁝

年会費

五︑〇〇〇円

賛助会員年会費

個人

団体 三〇︑〇〇〇円

マリンビル三〇五

＊同時に日本介護福祉士会へご

五︑〇〇〇円

入会下さい︒

入会金

︵３１９︶
６６８７
電話 ０４５

FAX０４５
︵２２２︶
６６７６

三︑〇〇〇円

E-mail:info@kanagawa-accw.org
印刷 吾妻印刷株式会社

︵７３０︶
５１６１
電話 ０４５

年会費

・日本介護福祉士会生涯研修

制度の認証が受けられます︒

・日本介護福祉士会の福利厚

生︑各種特典があります︒

