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現在会員数 1437人vol.71 令和２年 １月号

「新年のごあいさつ」
 ―新たな年を「ONETEAM」で挑む―

� 公益社団法人広島県介護福祉士会　会長　　吉岡　俊昭
新年あけましておめでとうございます。
広島県民の皆様、会員の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げますととも
に、日ごろから当会活動に温かいご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
昨年は、日本中がラグビーワールドカップに沸いた年でもありました。一つの目標に向かって一人一人がまっすぐ
突き進み、諦めずに戦え抜いたその姿に感動し、勇気をもらった１年であったように思います。
また、私にとっては昨年６月より会長をさせて頂き、多くの会員の皆様、他団体、多職種の方々とお会いするご縁
をたくさん頂いた年であったように思います。多くの方々と出会い激励のお言葉を頂き、改めて介護福祉士への期待
を実感致しております。
昨年暮れには、日本介護福祉士会の会長名と共に、各県の会長名を並べ、介護福祉士国家資格の取得方法の一元化
に関する要望書を厚生労働大臣あてに提出致しました。介護人材の不足が叫ばれる中、外国人の皆さんの現場での活
躍も、とても素晴らしいと感じています。だからこそ、介護福祉士の質の担保をどのように行っていくかを有資格者
一人一人が真剣に考え、アクションを起こさなければいけない時期にきているとも感じています。
新たな年がスタート致しました。福祉・介護を取り巻く環境は決して明るいものばかりではありません。広島県介
護福祉士会といたしましては、会員の皆様が定期的に学べる場の提供の充実はもちろん、県民に対する福祉・介護の
魅力の発信、何よりも介護福祉士会という組織で共に歩んでいただける仲間集めに、力を注いで
いきたいと考えております。
今年１年、自分の資格に誇りをもつ多くの会員の皆様と共に「ONETEAM」を目指し、広島県
の福祉・介護をリードできる団体として色々なことに挑戦し、飛躍できる年にしていきたいと思っ
ておりますので、昨年に続きご支援、ご協力を宜しくお願い致します。
この１年、会員の皆様方には、健康にくれぐれも留意され、ご活躍されることをご祈念申し上
げます。
� 令和２年１月
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「介護の日」ポスター展示
令和元年度

◆中学生の部

◆高校生の部

銭
ぜに

谷
たに

　ほたるさん
広島県立熊野高等学校 １年生
利用者さんと介護人さんが仲良く話
をしている様子を描きました。

吉
よし

川
かわ

　彩
さ

由
ゆ

希
き

さん
広島市立瀬野川東中学校 ３年生
目立ちやすいデザインで「介護の日」
がより広まるように「ポスター」を意
識したこと。

伊
だ

達
て

　風
ふう

夏
か

さん
広島県立廿日市高等学校 ２年生
介護が必要になったお年寄りを突き放
したり、一人にしたりせず、みんなで
笑顔で寄り添っていけたらいいなとい
う思いを込めました。

後
ご

藤
とう

　美
み

結
ゆう

さん
盈進中学校 １年生
助けあって、毎日しあわせな日々をおくってい
る、喜びいっぱいのおじいさんとおばあさん
を想像して描きました。

白
しら

崎
さき

　鈴
すず

奈
な

さん
広島県立熊野高等学校 ２年生
介護はすごくあたたかいイメージがあ
るので互いに楽しそうに笑っていて見
た人が笑顔になればいいなと思って
描きました。

篠
しの

塚
つか

　杏
あ

優
ゆ

菜
な

さん
尾道市立向東中学校 ２年生
いつも笑顔でいてほしいと思って
かきました。

入賞作品の紹介

優秀賞

優秀賞

佳 作

佳 作

佳 作

佳 作
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◆小学生の部

◆介護福祉士会特別賞

宮
みや

川
かわ

　沙
さ

也
や

さん
広島市立緑井小学校 ６年生
これからも祖父と沢山遊びたいです。 
長生きしてください。

丸
まる

本
もと

　夏
か

帆
ほ

さん
広島市立緑井小学校 ３年生
わたしのおばあちゃんは目がふじゆうです。こ
まっているおばあちゃんをたすけたいなあと
思ってかきました。

武
たけ

重
しげ

　和
かず

希
き

さん
東広島市立東西条小学校 
１年生
老人ホームにいたひいおば
あちゃんのことやお母さん
の介護の仕事を考えて絵に
しました。

森
もり

政
まさ

　圭
けい

悟
ご

さん
広島市立八幡東小学校 
５年生
お母さんがおばあちゃんになっ
たら介護をしてあげたいなとい
うことを考えてかいた。

和
わ

田
だ

　亜
あ

由
ゆ

美
み

さん
盈進中学校 
１年生
おばあさんが幸せそうに笑っ
ていることを考えながら描き
ました。そして、後ろに幸せだ
と分かるようにハートを描きま
した。

鈴
すず

木
き

　湊
みなと

さん
熊野町立熊野第三小学校 
４年生
だれでも助けあってやさし
い世界にしたいということ
を考えてかきました。

優秀賞

会長賞

佳 作

佳 作

絆 賞

未来の介護
福祉士賞
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「介護の日」フェスタ　   広島 セミナーin
令和１年 11月９日（土）、10日（日）広島県立総合体
育館にて介護の日フェスタ in 広島が開催され、福祉用具
展示、セミナー、トークショー、「介護の日」ポスター展・
表彰式など、子どもから大人まで楽しく学べるイベントと
なり、２日間で延べ 11,262 人という多くの方が来場され
ました。当会は、介護の日ポスター展を開催し、多くの方
に子どもたちの心温まる作品を見ていただくことができま
した。
「介護の日」ポスター募集は「11月 11 日は介護の日」
の周知啓発を目的とした広島県地域医療介護総合確保事業
の一環として平成 24年度から行われており、今回で８回
目を迎えました。高齢者や障がいのある方との触れ合いの
中で感じたこと、介護の仕事をしている家族への思いや福
祉の体験学習や施設見学などを通じて感じたことなどを絵
で表現することで、「介護」を考えるきっかけや身近に感
じていただきたいという思いからポスター募集を始めまし
た。
年々、応募作品数が増えていき、今年度は小学生の部
462点、中学生の部 686点、高校生の部 88点、合計 45校、
1236点のご応募をいただきました。
ご応募いただいた作品は、広島県教育委員会、当会も参
加しております広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議
会のイメージ改善・理解促進部会委員により選定を行い、
入賞作品９点が選ばれ、昨年度に引き続き広島県介護福祉

士会から特別賞として３点の作品を選ばせていただき、合
計 12名の子どもたちに賞を贈らせていただき、フェスタ
当日の表彰式等で表彰させていただきました。
また、県内各地で開催された福祉まつり、ご応募いただ
いた子どもたちの地域の郵便局などで展示をさせていただ
きました。展示中、足を止めて見てくださっていた方に「素
敵な作品ですね。」「遠い話ではないんですよね。将来、介
護が必要となった時、こんな風に介護をされたいです。」な
ど声をかけていただきました。
「11月 11日は介護の日」の周知啓発と地域の方々にも
興味・関心をもっていただけるよう、また子どもたちが描
いてくれた福祉・介護のイメージを守っていけるよう、日々
努力をしていきたいと思います。今年度、ポスター募集に
ご応募いただいた皆さん、学校関係者の皆さん、また地域
での展示にご協力いただきました関係者の皆さん、本当に
ありがとうございました。
最後になりましたが、今年度は、会員の皆さんにもポス
ター展示のお手伝いをお知らせさせていただき、地域の展
示を含め、延べ 45名の方にご協力いただき無事に終える
ことができました。フェスタ当日の運営スタッフ、ポスター
展示にご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げま
す。本当にありがとうございました。
� 介護の日フェスタ in 広島　
� ワーキングスタッフ　三木�宏美

テーマ
家庭で使える介護技術を知ろう　〜立つ・座る・寝る〜
株式会社　おはつ
広島県介護福祉士会　理事　掛谷　剛

「介護の日」フェスタin広島　運営スタッフの感想
今回、運営スタッフとして参加させていただきました。
ブロック活動時や普段お会いすることがなかった皆さんと一緒に作
業や運営スタッフとして活動を通して交流することができました。
また、会員さんから「こんなこともやってるんだね。」と当会の活
動を知っていただくことができました。
当日だけでなく前日から広島県内各地からたくさんの会員さんや若
者会 “絆 ” のメンバーに手伝っていただき「仲間」「支えられている」
ということを実感することができました。
� 「介護の日」フェスタ in 広島　運営スタッフ　大塚武弘

テーマ　
認知症を知ろう 〜認知症の人の視点になって〜
介護付有料老人ホーム　望海の里
広島県介護福祉士会　理事　田中　薫

認知症と診断された母親を受け入れられずに葛藤してい
る子供さんが受講後に「心の準備が出来ました。」と話
されていました。

セミナーでは、二人一組で立ち座りの体験をしていただ
きました。参加者の方から「普段当たり前にやっている
立ち座りですが、体験を通して具体的に説明してもらう
ことで、よく分かりました。」と話されていました。

感
想

感
想

グルメブースでは若者
会“絆”が絆うどんを
350食完売しました！
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広島県内

各ブロックで

研修会開催中！

勉強したいけど、遠くまで行くのは大変！もっと身近で学ぶ場が欲しい！
そんな会員の皆さんの声から始まった各ブロックでの夜間勉強会。

参加者の皆さんからご要望のあったテーマや最新情報、介護職として求め
られる知識や技術など様々な内容で開催しています。

研修会は、知識や技術を得るだけでなく、他事業所の方との交流の場、情
報交換の場にもなっており、毎月、楽しみに参加されている方もおられます。

介護に興味・関心のある方なら、どなたでもお申し込みいただけます。ぜひ、
お勤め先やお住まいの地域の研修会に参加して交流を持ってみませんか？

下記に各ブロックから夜間勉強会について皆さんに PR したいと思います。

参加者さんも安定しておりますが、どうし
ても広島市内での開催が多かったので、令和
元年度、西部方面廿日市市でも、夜間勉強会
を開催させてもらいました。
令和二年度は、第１ブロック内で、北部地
域でも、一度は開催が出来るようにしたいと
思っております。

毎月第４木曜日、福山駅近くにあります福
山市市民参画センターにて 19 時から 21 時
の２時間、夜間勉強会を開催しております。
年 12 回ありますので、生活支援技術や認
知症ケア、虐待防止、地域活動について等、
様々な夜間勉強会を企画させていただいてお
ります。
毎月、参加してくださる方も多くおられま
すが、その中には当会の会員さんではない方
もおられます。その方々に当会に入会してい
ただけるよう魅力ある夜間勉強会を行ってい
きたいと思います。
ご参加お待ちしております。

昨年の研修会時、多数の参加者の方が来られ、大
変ご好評いただきました。
その参加者の方から雄志を集い研修会を開催する
予定です。
楽しみにしていてください。

次年度の研修計画は毎年恒例の研修会や人
気の介護技術に関する研修会等、介護福祉士
として個人のスキルアップを中心とした研修
会を企画しております。
皆さんと一緒に学びを深める有意義な時間
にしたいと思っておりますので、一人でも多
くのご参加をお待ちしております。

夜間勉強会は２ヶ月に１回、奇数月の中旬に、東
広島市内で開催しています。これまでは主に技術や
知識をテーマに開催していましたが、令和２年度か
らは法定研修なども企画予定です。
また夜間勉強会後には交流会を行っています。学
びだけでなく、会員さん同士の繋がりも深めていき
たいと思っています。
ぜひ、２ブロックの夜間勉強会にも、ご参加くだ
さい！
２ブロックでは、夜間勉強会の運営スタッフを募
集しています。興味のある方は、事務局までお問い
合わせください。

第１ブロック

第３ブロック

第４ブロック

第５ブロック

第２ブロック

夜間勉強会
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現在開催中の

介護福祉士ファーストステップ研修（全15日） 受講生の声

入社して二年が経過しようとした頃に、自分
が行っているケアは、ご利用者にどのような影
響を与えているのだろうと疑問を持つようにな
りました。その時にファーストステップ研修の
案内が届き、今悩んでいることはこの研修を受
講する事で解決できると思い受講しました。
研修を受ける中でまず変わったことは、日々の業務内容やケアに関することを多角的に見ることが出来るように
なったと感じています。日々の業務やケアに関して疑問点や課題について気づくことが出来、その事案に対し考え、
どのような方法で改善・解決に向かうか考える力が付いたように感じています。
一回の研修内容がかなり濃い物で理解するまでに時間がかかりますが、一人の介護職員として知識と技量を高め、
学んだことをご利用者に還元できるよう努力していきたいと思います。
� 特別養護老人ホーム石内慈光園　福澤　俊彦さん
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日　　時 会　　場 内　　容

２月�８�日（土）13：30〜 16：30 みよしまちづくりセンター 様々な分野で働く介護福祉士に求められる
介護の専門性とは何か

２月 27日（木）19：00〜 20：30 広島市西区地域福祉センター 介護現場の新人教育
〜原石をダイヤモンドにする方法〜

２月 27日（木）19：00〜 21：00 福山市市民参画センター 「介護過程の展開」について
〜ご利用者の方が望む暮らしを実現させるために〜

３月 17日（火）19：00〜 20：30 あまのコミュニティプラザ
LaLa 介護職が知っておきたい記録のポイント

３月 19日（木）19：00〜 20：30 尾道市瀬戸田町
福祉保健センター ベッド、車いす上でのシーティグ・ポジショニング研修会

３月 26日（木）19：00〜 20：30 広島市西区地域福祉センター リーダ－シップ育成研修

夜間勉強会

高齢者虐待防止合同研修

認知症介護基礎研修

日　　時 開　催　地 内　　容
２月 12日（水）13：30〜 16：30 芸予文化情報センター 虐待行為に繋がる無意識の介護技術を徹底分析
２月 18日（火）13：30〜 16：30 海田町ひまわりプラザ 虐待行為に繋がる無意識の認知症ケアを振り返る

日　　時 会　　場
２月 14日（金）９ ：30〜 17：00 広島県社会福祉会館
２月 28日（金）10：00〜 17：30 府中市保健福祉総合センター
３月�４�日（水）９ ：30〜 17：00 ベイタウン尾道組合会館
３月 10日（火）９ ：30〜 17：00 東広島市市民文化センター
３月 24日（火）10：00〜 17：30 広島県民文化センターふくやま

※�受講対象者は、県内の市町（広島市を除）に在住する
　施設・事業所等に従事するか介護職員等です。
※�お申し込み先は、当該事業所が所在する
　市町の介護保険担当課です。

都合により日程等変更する場合があります。詳しい内容、お申し込み方法は、広島県介護福祉士会ホームページをご覧ください。

※受講対象者は、開催市町の介護福祉施設・事業所等で働く職員限定となります。

申し込み受付中の勉強会・研修会のおしらせ


