
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 開催回数

役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会

4/14 6/15 8/20 10/27 12/27 2/15 3/15

やはぎ苑 カリヨンの郷 あいせの里 形原眺海園 額田の里 麗楽荘 6回

総会　5/19 7/13 9/10 11/11 臨時総会1/18 総会3/15 3回

委員会 委員会 委員会

4/16 6/18 8/27

施設長 勅使苑

研修 12/20

事務員 額田の里

研修 8/10

委員会

4/28

介護士 蒲郡眺海園 田原福寿園 蒲郡眺海園

研修 7/15 10/21 2/16

看護師 巴の里 巴の里

研修 10/20 3/29

生活相談員 東海福寿園 東海福寿園

研修 9/2 2/22

栄養士 ほほえみの里

研修 7/23

調理員 やすらぎの里

研修 10/26

御桜乃里 ゆうあい,御桜乃里

5/25 1/28

福祉QC くすのきの里 ケア　春緑苑 QC発表

研修 6/29→ 6/30 2/23

施設ケアマネ 大地の丘

研修 9/27

韓国

9/13～16

新任施設長 くすのきの里  

研修 5/11

　 ケア連携協働 くすのきの里 くすのきの里

研修 12/16-17 1/20-21

委員会 委員会 委員会

6/8 11/11 1/21

野球大会 野球大会 ←就職相談会 ←野球大会11/5 愛知県老施協大会

9/14,15,21,29 10/13,20 10/8 ←ボウリング大会11/27 2/23

委員会

9/10

養護老人ﾎｰﾑ 東和荘 東和荘 東和荘

研修 8/27 11/8 2/25

軽費・ｹｱﾊｳｽ 一期一会

研修 11/8

委員会

5/14

在宅介護支援専門員 カリヨンの郷

研修 11/16

通所介護事業所 さわらび荘

研修 12/21

グループホーム 喜寿苑

研修 1/27

ケアマネ 第1回 第2回 第3回、第4回

講習会 7/28 8/31 9/13,28

ウェルフェア 委員会 委員会

5/22 7/5 2/2

プレゼン研修 写真撮影テクニック研修

8/8,29 10/4

委員会 委員会

6/16 1/18

委員会 委員会 委員会 委員会

8/26 10/26 12/15 2/8

コーチング研修 コーチング研修

基礎編　10/7 応用編　11/4

ウェルフェア 委員会 委員会

5/22 12/20 2/18

2回

広報委員会

女性委員会

(10)

(8)

2回

(11)
3回

人材対策委員会

21世紀委員会

研修

(4)

1回

1回

10回

3回

3回

4回

平成22年度事業実施一覧

役員会

(1)

3回

1回

7回

1回

1回

1回

1回

1回

3回

2回

1回

1回

(2)

(3)

経営制度委員会

施設長会議・総会

新人研修

海外研修

研修委員会

2回

研修

3回

2回

2回

1回

施設推進委員会

4回

1回

3回

(5)

1回

1回

(9)

(6)

事業

大会運営委員会

3回

(7)

在宅委員会

1
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平成 22 年度事業報告内容 

 

(1) 役員会 

月日 場所 議題内容 参加人数 

4/14 愛知県社会福祉会館 

・ 平成21 年度事業報告並びに決算報告について 

・ 平成22 年度事業重点項目推進について 

・ 組織強化について 

新規加入促進について 

・ 新任施設長研修について 

・ 平成22 年度海外研修＜韓国＞について 

・ 5.18～19 東海北陸ブロック正副会長会議について 

・ 5.19 施設長会議・定期総会について 

・ 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの実

施について 

・ 平成22 年度全国老施協事業計画について 

・ その他 

中村ひろひこ愛知後援会について 

尾張西部・中部地区代表の変更について 

豊田・加茂地区代表の変更について 

監事及び豊橋・渥美地区代表の変更について 

25 名 

6/15 愛知県社会福祉会館 

・ 医的行為伝達研修会について 

・ 東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会＜愛知・名古屋大会＞係員必携に

ついて 

・ その他 

中村ひろひこ愛知後援会について 

15 名 

8/20 愛知県社会福祉会館 

・ 愛知県老施協事務局移転問題について 

・ 平成22 年度会費未納施設について 

・ 東海北陸ブロック老人福祉施設大会中間報告について 

・ 平成22 年度愛知県11.11 介護の日行事について 

・ 10.13 愛知県介護福祉士養成校校長会要望検討事項について 

・ 9.29～30 平成22 年度東海北陸ブロックカントリーミーティングについて 

・ 日本福祉大学他就職説明会について 

・ 平成22 年度韓国施設長会海外研修について 

・ 9 月施設長会議進行について                              

14 名 

10/27 愛知県老施協事務局 

・ 11.11 介護の日イベントについて 

・ 「情報ネットワーク：緊急メール連絡システム」構築について 

・ 「医的行為講習会」開催について 

・ 12.1～2 東海北陸ブロック老人福祉施設協議会正副会長石川会議について

・ 愛知県老施協ホームページリニューアルについて 

・ 会則について 

16 名 
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12/27 ウインク愛知 

・ Ｈ23.1.18 臨時総会招集について 

・ 平成23-24 年度愛知県老施協会長選出について 

・ 愛知県老施協事務局移転問題について 

・ Ｈ23.1.18 介護福祉養成校意見交換会について 

・ 平成23 年度事業計画策定について 

・ 養護復権請願書について 

・ 総務委員会設置について 

・ Ｈ23.2.15-16 東海北陸ブロック正副会長会議について 

・ 会則改正について 

・ 全国老施協代議員選挙実行委員会の設置について 

22 名 

2/15 キャッスルプラザ 

・ H23.3.15 定期総会招集について 

・ 平成23 年度 愛知県老施協委員会組織改編(案)について平成23 年度  

・ 愛知県老施協事業計画(案)について 

・ 平成23 年度 愛知県老施協予算(案)について 

・ 平成23-24 年度 愛知県老施協役員体制(案)について 

・ 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会愛知県代議員承認議決について 

・ 愛知県老施協会則の改廃(案)について 

・ 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働の

ための研修会進捗状況について 

・ 愛知県老施協大会準備進捗状況について 

・ ＡＩＵ保険会社・あいおいニッセイ同和損保の損害保険に関する集団扱制度

について 

17 名 

3/15 愛知県社会福祉会館 

・ 義援金拠出の検討について 

・ 義援金募金の検討について 

・ 義援物資の募集・輸送並びに支援隊職員の派遣検討について 

8 名 

 

(2) 施設長会議・総会 

総会 

月日 場所 議題内容 
出席 

委任人数

5/19 愛知県社会福祉会館 

・ 平成21 年度事業報告について 

・ 平成21 年度収支決算報告について 

・ 愛知県老人福祉協議会会則の一部を改正する会則（案）について 

・ 役員の変更について 

134 名 

1/18 愛知県社会福祉会館 

・ 役員改選について 

・ 平成23 年度総務委員会設置について 

・ 全国老施協愛知県代議員選挙実行委員会設置について 

149 名 

3/15 愛知県社会福祉会館 

・ 平成23 年度愛知県老施協委員会組織改編（案）について 

・ 平成23 年度愛知県老施協事業計画（案）について 

・ 平成23 年度愛知県老施協予算（案）について 

・ 平成23・24 年度愛知県老施協新役員体制（案）について 

・ 平成23・24 年度公益社団法人全老施協愛知県代議員選挙承認議決につ

いて 

・ 愛知県老施協会則の一部改廃（案）について 

130 名 
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施設長会議 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/19 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹 氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主事 舟橋克弥 氏 

・ 中央情勢報告  （全国老施協）         中田 清 全国老施協会長 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

会員提出議題 

役員会提出議題 

・ 会長報告 

・ 各委員会報告 

・ 施設長変更施設の紹介 

・ 新規加入施設の紹介 

118 名 

7/13 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主査 舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

愛知県への予算要望書（案）について 

・ 会長報告 

・ プレゼンテーション 

日本ゼネラルフード株式会社 

・ 各委員長報告 

・ 施設長変更 

・ 新規加入施設 

100 名 

9/10 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主査 舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

会員提出議題 

役員会提出議題 

平成22 年度愛知県「介護の日」行事について (11.11) 

平成22 年度愛知県介護福祉士養成校校長会への要望について(10.13)

施設長韓国海外研修について(9.13～9.15)   

・ 会長報告 

・ 各委員会報告 

・ 施設長変更の紹介 

・ プレゼンテーション 

岡谷システム株式会社 

128 名 
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11/11 アイリス愛知 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主査 舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

会員提出議題 

役員会提出議題 

平成22 年度愛知県「介護の日」行事について   

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修会開催について 

平成22 年度介護福祉士実習指導者講習会受講状況調査について 

・ 会長報告 

・ 各委員会報告 

120 名 

1/18 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主査 舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

会員提出議題 

役員会提出議題 

平成23-24 年度愛知県代議員選出選挙について 

養護復権について 

愛知県老施協事務局移転問題について 

「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員のケア連携協働の

ための研修会」について 

平成22 年度東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会＜愛知・名古屋大

会＞収支決算書について               

「情報ネットワーク緊急メール通信システム構築」について  

・ 会長報告 

・ 各委員会報告 

・ その他 

120 名 

3/15 愛知県社会福祉会館 

・ 行政説明 

愛知県健康福祉部高齢福祉課施設グループ     主幹 酒井正樹氏 

愛知県社会福祉協議会施設福祉部           主査 舟橋克弥氏 

・ 中央情勢報告 

・ 関連機関との連携 

・ 協議事項 

会員提出議題 

役員会提出議題 

事務局員給与改善について                

事務所移動について  

生活関連医的行為施設内研修会教材について  

・ 会長報告 

・ 各委員会報告 

104 名 
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(3) 経営制度委員会 

経営制度委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/16 愛知県社会福祉会館 

・ 今年度（平成２２年度）委員会の活動計画 

介護報酬改正による収支精査と経営状況分析 

改善交付金による影響と介護職員の給与水準 

従業員の定着と有資格者の確保 

将来的施設整備のあり方 

愛知県への予算要望 

経営制度委員会が担当する研修会 

22 名 

6/18 愛知県社会福祉会館 

・ 愛知県への予算要望について 

・ 調査項目と求める数値等について 

・ 施設長研修について 

12 名 

8/27 愛知県社会福祉会館 
・ アンケートについて 

・ 施設長研修について 
11 名 

施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

12/20 愛知県社会福祉会館 

・ グローバル化する世界：成長する

アジアと日本の未来 

野村ホールディングス コーポレート

シティズンシップ推進室  

池上浩一氏

46 名 

事務員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/10 愛知県社会福祉会館 

・ 福祉施設に必要とされる接遇力 アムールメディカル 

和田由喜子氏

多賀三佐子氏

65 名 

 

(4) 研修委員会 

研修委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

4/28 愛知県社会福祉会館 

・ 21 年度事業報告について 

・ 21 年度事業決算報告について 

・ 22 年度事業計画について 

・ 22 年度役割分担について 

・ 海外研修について 

22 名 

介護士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/15 蒲郡市民会館 
認知症ケアにおける課題と実践 （特養）蒲郡眺海園 

施設長 早川昌宏氏
115 名 

10/21 

パラマウントベッド 

名古屋支店 

ショールーム 

高齢者介護のあそび学と介護技術 鎌倉市社協登録 講師業 

中田光彦氏 79 名 

2/16 豊田産業文化センター 

・ 「高齢者のリハビリテーション介護」

について 

愛知県厚生連足助病院 

リハビリテーション技術科 

技師長 三橋俊高氏

106 名 
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看護師研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/20 豊田産業文化センター 

高齢者のリハビリテーション介護 愛知県厚生連 足助病院  

リハビリテーション技術科   

 技師長 三橋 俊高氏

99 名 

3/29 豊田産業文化センター 
うつらない！うつさない！感染症予

防対策について 

愛知県厚生連足助病院主任看護師  

感染管理・認定看護師 岩本里美氏 
92 名 

生活相談員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/2 
東邦ガス業務用機器 

ショ－ル－ム 

特養における生活相談員の役割 

 ―その実情を踏まえてー 

日本福祉大学 社会福祉実習 

教育研究センター 

教授 北村育子氏

86 名 

2/22 
東邦ガス業務用機器 

ショ－ル－ム 

生活相談員のためのリスクマネジメ

ント 

ケアハウス ハートフル  

施設長 宇恵和美氏
97 名 

栄養士研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/23 愛知県社会福祉会館 

嚥下機能と口腔ケア 施設で作れる

美味しい温柔食 

特別養護老人ホームせんねん村 

フードサービス部  

管理栄養士 大橋智美氏

88 名 

調理員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/26 愛知県社会福祉会館 

衛生管理の基本 ノロウィルス対策

と手洗いについて 

サラヤ株式会社 名古屋営業所  

食品衛生サポート部  

拠点長 森 綾子氏

55 名 

新人研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

5/25 愛知県社会福祉会館 
コミュニケーション ・ 接遇マナーに

ついて 

㈱ SHE 代表取締役 

石郡英一氏
152 名 

1/28 愛知県社会福祉会館 

介護事故・ヒヤリハットを正しく認識

しよう 

日本福祉大学 

社会福祉総合研修センター 

板部美紀子氏

130 名 

福祉ＱＣ管理者研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/29 
東邦ガス業務用機器 

ショ－ル－ム 

管理者、ＱＣリ－ダ－を対象として、

福祉ＱＣを活用しての職場改善方法

を学ぶ 

福祉ＱＣドットコム  

岡田愛家氏 50 名 

福祉ＱＣ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

6/30 
東邦ガス業務用機器 

ショ－ル－ム 

ご利用者様満足のための改善改革

を職員の皆さんの手で進める 

「福祉QC」入門講座 

福祉ＱＣドットコム  

岡田愛家氏 110 名 
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施設ケアマネ研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

9/27 横須賀JA 会館 

・ 講義 

「施設ケアマネージャーの役割」 

―事例から学ぶ― 

・ 演習 

・ まとめ 

日本福祉大学 社会福祉学科 

講師 奥田亜由子氏

73 名 

海外研修 

月日 場所 内容 参加人数

9/13～16 大韓民国 ソウル 
大韓民国の高齢者施設の視察 

25 名 

新任施設長研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

5/11 愛知県社会福祉会館 

・ 新任施設長を対象に、老施協のガ

イダンスを行うとともに、4 人の外

部講師による労務管理、コンプラ

イアンス等を学ぶ 

特定社会保険労務士  船間廣治氏

高齢福祉課主幹     酒井正樹氏

人材センタ－       伊藤幸恵氏

老施協太田会長、中村事務総括

市川広報委員長、㈱エフトス

14 名 

特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員のケア連携協働のための研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

12/16～

17 
愛知県庁 東大手庁舎 

講義 

・ 特別養護老人ホームにおける看

護職員と介護職員のケア連携協

働の在り方 

・ 心身機能の加齢性変化と日常生

活への影響 

（社福）日進福祉会  山田佳代子氏

（社福）清修会      藤原千鶴氏 

（社福）愛生福祉会   平田千景氏 

（社福）薫風会      中島由佳氏 
101 名 

1/20～21 愛知県西三河総合庁舎 

・ 口腔内吸引の技術及び関連する

ケア 

・ 研修における人材育成 

・ 安全管理体制とリスクマネジメント

他

演習 

・ 口腔内吸引の技術及び関連する

ケア 

・ 胃ろうによる経管栄養の技術及び

関連するケア 

（社福）さわらび会   松下 美香氏

（社福）薫風会     佐々木恵子氏

（社福） 瑞祥      久保貴美代氏

（社福）あぐりす実の会  

大西すが子氏

（社福）愛知たいようの杜  

古木奈津美氏

（社福）おかざき福祉会   

小早川祐子氏

94 名 
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(5) 大会運営委員会 

大会運営委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/8 
アサヒビアレストラン 

スーパードライ名古屋 

・ 愛知大会反省 

・ 平成22 年度計画 

・ 野球大会について 

・ ボウリング大会について 

・ 就職セミナーについて 

16 名 

11/11 アイリス愛知 

・ 第9 回愛知県老人福祉施設大会について 

・ 野球大会について 

・ ボウリング大会について 

15 名 

1/21 愛知県産業労働センター 
・ 第9 回愛知県老人福祉施設大会の計画について 

・ ボウリング大会について 
21 名 

就職相談会 

月日 場所 議題内容 参加人数

10/18 
日本福祉大学  

美浜キャンパス  

日本福祉大学学生対象の就職相談会 
32 法人 

野球大会 

月日 場所 内容 参加チーム

9/14 小牧市民球場 ・ 野球大会 第1 日目 一回戦  8 チーム

9/15 小牧市民球場 ・ 野球大会 第2 日目 一回戦   4 チーム

9/21 小牧市民球場 ・ 野球大会 第3 日目 一回戦   2 チーム

9/29 小牧市民球場 ・ 野球大会 第4 日目 二回戦  8 チーム

10/13 小牧市民球場 ・ 野球大会 第5 日目 二回戦  8 チーム

10/20 小牧市民球場 ・ 野球大会 第6 日目 三回戦  8 チーム

11/5 小牧市民球場 ・ 野球大会 第7 日目 準決勝、決勝 3 チーム

ボウリング大会 

月日 場所 内容 参加チーム

11/27 知立イーグルボウル 
・ 職員ボウリング大会 

28 チーム

第9 回愛知県老人福祉施設大会 

 

(6) 施設推進委員会 

施設推進委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

9/10 愛知県社会福祉会館 

・ 全国老施協を含めた施設推進委員会の報告 

・ 平成22 年度施設推進委員会事業計画報告及び担当委員の紹介 

・ まとめ 

22 名 

 

月日 場所 内容 参加人数

2/23 ウインクあいち 

第9 回愛知県老人福祉施設大会 

永年勤続表彰 

ＱＣ発表 

410 名 

22 サークル
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養護老人ホーム研修 

月日 場所 議題内容 参加人数

8/27 
アサヒスーパードライ

名古屋 

・ それぞれの施設の現状や職員のもつ知識・・情報等を交換することによ

り、目的意識の醸成をめざす。 
10 名 

11/18 
アサヒスーパードライ

名古屋 

・ 中央の最新情報を入手・共有するとともに、養護老人ホームの多様化する

事業展開、諸課題を多面的に検討・協議し、各施設における今後の事業運

営の参考とするために、各施設オン実情について情報交換する。 

13 名 

2/25 「なには」 

・ 中央の最新情報を入手・共有するとともに、養護老人ホームの多様化する

事業展開、諸課題を多面的に検討・協議し、各施設における今後の事業運

営の参考とするために、各施設オン実情について情報交換する。 

10 名 

軽費・ケアハウス研修 

月日 場所 内容 参加人数

11/8 愛知県社会福祉会館 
・ 軽費・ケアハウスにおける問題点、課題についての情報共有 

グループワーク
43 名 

 

(7) 在宅委員会 

在宅委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

5/14 愛知県社会福祉会館 

・ 平成22 年度事業計画の確認について 

・ 介護支援専門員受験準備講習会について 

・ 在宅サービスのあり方と地域包括ケアについて 

・ 稼働率の向上、維持、安定を図るための有効手段について 

・ 介護認定方法変化によるサービス利用の制限と対応について 

9 名 

在宅介護支援専門員研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

11/16 愛知県社会福祉会館 

・講義 

精神障害を持つ人及びその家族と

の関わり 

－地域の相談支援事業で 

心がけていること－

知多南部相談支援センター 

わっぱる 

相談員 大沢智子氏 81 名 

通所介護事業所研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

12/21 愛知県社会福祉会館 

・講義 

認知症の人の理解と通所介護計画

の作成 

－全国老施協版・新通所介護計画 

様式を用いて－

日本大学文理学部心理学研究室 

教授 内藤佳津雄氏

89 名 

グループホーム研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

1/27 愛知県社会福祉会館 
・高齢者虐待防止の理解 

―不適切ケアが招く虐待― 

名古屋柳城短期大学   

准教 大崎千秋氏
26 名 

介護支援専門員試験受験準備講習会 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

7/28 アイリス愛知 
・ 「高齢者支援展開論」  財団法人岐阜健康管理センター 

 診療所長 益田雄一郎氏
55 名 

8/31 アイリス愛知 
・ 「高齢者支援展開論」  財団法人岐阜健康管理センター 

 診療所長 益田雄一郎氏
62 名 



11 

9/13 アイリス愛知 
・ 「介護保険制度論」 日本福祉大学 中央福祉専門学校 

校長 長岩嘉文氏
59 名 

9/28 アイリス愛知 
・ 「介護保険制度論」 日本福祉大学 中央福祉専門学校 

校長 長岩嘉文氏
61 名 

 

(8) 広報委員会 

広報委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

7/5 愛知県老施協事務局 

・ 愛知県老施協ホームページのリニューアルについて 

・ 緊急ネットワークの構築について 

・ 災害支援対策システム通報訓練について 

・ バナー広告掲載企業のプレゼンテーションの実施について       

7 名 

2/2 愛知県社会福祉会館 

・ 愛知県老施協ホームページについて 

・ バナー広告について 

・ カイスタットの利用促進について 

・ 研修について 

7 名 

ウェルフェア 2010「介護・福祉・医療関連の就職転職説明会」 

写真撮影テクニック研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/4 愛知県社会福祉会館 
・ 広報紙に利用する、生きた写真が

撮影できるテクニックを習得する 

写真工房 カワグチ 

川口 哲氏
23 名 

プレゼン資料作成テクニック研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

8/8 
日本福祉大学  

半田キャンパス 

・ 「ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔによるプレゼン資料

作成テクニック」の研修 

（初級コース） 

日本福祉大学社会連携課   

37 名 

8/29 
日本福祉大学  

半田キャンパス 

・ 「ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔによるプレゼン資料

作成テクニック」の研修 

（中級コース） 

日本福祉大学社会連携課   

31 名 

 

(9) 女性委員会 

女性委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

6/16 
東邦ガス業務用機器 

ショ－ル－ム 

・ 実習施設と養成校との望ましい関係作り 

・ 介護福祉イメージアップへの挑戦 

・ 認知症家族の会との連携検討 

15 名 

1/18 アイリス愛知 

・ 介護士養成校より 

平成22 年度就職状況、在校生の状況等について 

・ 愛知県老施協より 

介護福祉士実習指導者講習状況について 

従事者待遇改善交付金等介護施設の雇用改善について 

・ 質疑応答 

20 名 

養成校15 名

月日 場所 議題内容 参加人数

5/22 ポートメッセなごや 
介護・福祉・医療関連の就職・転職説明会 

50 名 
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(10) 21 世紀委員会 

21 世紀委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

8/26 コムネックスみづほ 

・ 施設紹介について 

・ 平成22 年度21 世紀委員会事業計画について 

・ コーチング研修(基礎編･応用編)について 

・ 愛知県老施協ホームページコンテンツ（内容）について 

・ 東海北陸カントリーミーティング三重大会 (9 月29･30 日)への積極的参加

22 名 

10/26 第二さわらび荘 

・ 平成22 年度東海北陸ブロックカントリーミーティング in 三重報告 

・ コーチング研修報告 

・ 愛知県老施協ホームページコンテンツ創造活動について 

・ 21 世紀員全国セミナーへの積極的参加確認 

・ 施設紹介 

・ 施設見学 

17 名 

12/15 愛知たいようの杜 

・ 平成23 年度事業計画について 

・ 愛知県老施協ホームページコンテンツ創造活動について 

・ コーチング研修（応用編）について 

・ 施設紹介 

・ 施設見学 

12 名 

2/8 （ケア）高浜安立 

・ 平成22 年度事業の評価と平成23 年度事業計画について検討 

・ 施設紹介 

・ 施設見学 

14 名 

コーチング研修 

月日 場所 議題内容 講師 参加人数

10/7 愛知県社会福祉会館 

・ 講義 

「相手の主体性を引き出すコーチン

グの技術 １ 」 

 ～現場で使えるコーチングの基礎スキル～

株式会社コーチング・システムズ 

マネージングディレクター 兼  

プロフェッショナルコーチ 

稲垣友仁氏

86 名 

11/4 
東邦ガス業務用ガス機器

ショールーム 

・ 講義 

「相手の主体性を引き出すコーチン

グの技術 2 」 

 ～コーチングにおける相手の捉え方～

株式会社コーチング・システムズ 

マネージングディレクター 兼  

プロフェッショナルコーチ 

稲垣友仁氏

88 名 

 

(11) 人材対策委員会 

人材対策委員会 

月日 場所 議題内容 参加人数

12/20 愛知県社会福祉会館 
・ 県内介護事業所アンケートの実施について 

・ 平成23 年度事業計画について 
5 名 

2/18 愛知県社会福祉会館 
・ 県内介護事業所アンケートの完成 

・ 平成23 年度事業計画について 
5 名 
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