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新役員就任のご挨拶
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前役員退任のため令和２年１月８日臨時理事会に於いて新役員が決定されました
会長就任のご挨拶
令和2年1月8日に開催された臨時理事会において、会長職を拝命いたしまし
た。これまで本会の礎を築いてこられた歴代役員の方々の意志を引き継ぐ責務
の重さに、大変身の引き締まる思いです。新執行部体制のなかで、今後の群馬
県介護福祉士会の更なる発展と介護福祉士の社会的地位の向上、群馬県民の
福祉の向上を目指して、誠心誠意努めて参ります。
今年度から介護福祉士養成に新しいカリキュラムが導入され、介護福祉士に
は、専門職として介護職チームの中核的な役割を果たしつつ、より高度な福祉
ニーズに対応できる力が求められてきています。新たな時代の福祉ニーズを見
据えながら、会員の皆さま方とともに歩みを進めて参りたいと存じます。ご協力と
ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
会長 堀口美奈子

堀口美奈子 新会長

副会長、常任理事就任のご挨拶
この度、令和2年1月8日付をもちまして、一般社団法人群馬県介護福祉士会副会長
に就任いたしました。
微力ではございますが、群馬県介護福祉士会の発展に、力を尽くして参りたいと念願
しております。
今後とも、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
副会長 髙橋将弘

髙橋将弘 新副会長
（広報・組織強化）

この度、副会長を務めさせていただくことになりました。北毛支部の森川康弘と申しま
す。
経験も浅く、ご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、役員の方達や会員の皆
様方のご意見やご要望を伺いながら、頑張りたいと思いますので、ご指導とご協力をお
願い致します。
副会長 森川康弘

森川康弘 新副会長
（研修）

この度、令和2年1月8日付けで常任理事（組織強化担当）を拝命しました。
皆様の声を聴きながらより良い組織運営のため尽力していきたいと思います。
まだまだ若輩者の為、皆さまご指導、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

常任理事 髙橋知之
髙橋知之 新常任理事
（組織強化）

優勝チームインタビュー
「楽しめた？」と、コンテストが終わった時に先輩から聞かれ私は迷いなく「楽しめました」と答えることが
できました。
この度は介護技術コンテストで最優秀賞をいただきありがとうございました。高校生の大会では悔しい結果
だったので、賞をいただけて本当に嬉しかったです。しかし、練習を始めた時には入賞できるとは思えません
でした。間に合うのか、という思いでいっぱいでした。
コンテストの募集があったのは期末テスト直前、その後すぐに、私たち２年生は沖縄の修学旅行に出発。群
馬に帰ってきた時には既に大会２週間前。あわてて練習を始めました。
今回の課題のポイントはレクリエーション。始めに自分たちで考えた案を先輩に相談したところ「介護者主
体のレクになっている」と指摘されました。レクリエーションは生活の楽しみだから、やらされているのでは
だめ。赤城さんが楽しんで積極的に参加できるような案を考え、本番のような物になりました。
練習にはたくさんの人が協力してくださり、何回練習しても問題や改善点が見つかりました。本番当日にな
っても不安はなくならず、控え室で何度も何度もイメージトレーニングをしました。しかし、私はコンテスト
に対して目標がありました。ゆっくり丁寧に、そして楽しんで介護をすることです。競技中は予想していなか
ったことも起こりましたが、目標を達成できるように頑張りました。
競技が終わった時に、うまく対応できないこともあったけれど楽しくやりきることができたと思えました。
最優秀賞で名前を呼ばれた時は驚きましたがとても嬉しかったです。今回のコンテストを通して「楽しむ」と
いうことは大きな力になると実感することができました。
群馬県立伊勢崎興陽高等学校 ２年
中村 一刀

介護のモデルを体験して
モデルをするにあたって、出場チームに公平
な事例になることを念頭に役作りをしました。
審査員事前打ち合わせにも参加させていただき、
審査の要点等を確認するなど準備をしていまし
た。その中で「書類審査」用のレポートを読み、
参加チームの意気込みの強さが理解できました。
「根拠」を持った介護が伝わってきていました。
「自立支援」と「自己決定」を中心にコミュ
ニケーションや技術に各チーム思考を凝らしな
がら、又練習成果を発揮するため「チームワー
ク」で発表していました。
最終的に順位は付いてしまいましたが、感
動・感動の連続！皆様お疲れさまでした。
会員 田中 栄

＊介護コンテスト出場チーム紹介＊
・介護老人保健施設アルボース
・特別養護老人ホーム山笑
・特別養護老人ホームアミーキ
・群馬県立伊勢崎興陽高等学校
・群馬県立新田暁高等学校
・群馬県立吾妻中央高等学校
※順不同

ご参加ありがとうございました！

実行委員より

令和元年12月21日(土)に群馬県介護福祉士会主催の「介護かいご
KAIGO」イベントの中で第２回介護技術コンテストが開催されました。
今年度も養成校の生徒や現役介護職から６チームが参加となりました。
選手の間近で関わらせていただきましたが、どの選手も真剣でとて
も素敵な表情をしていました。当日の朝に競技会場を確認し、何がど
こにあるか、ベッドの高さはどうか、レク用品の配置場所など、選手
それぞれが細部まで見渡し、チーム内で共有されていました。
コンテストが始まると同じ設定での競技実演ですが、着眼点がそれ
ぞれ異なりました。各々大切にしたいことを実演し、どこをポイント
にしていたかをアピールし、根拠を示していきます。
介護に正解は一つじゃない、と言われます。それぞれのチームが文
面から読み取れる情報から、「この方はどういう方なんだろう？」こ
ういうことが想定されるから、こうした方がいいかな？」と考えた結
果、添える手の位置、立ち位置、視線にも配慮した介護の方法を導き
出していました。また、他のチームの介護方法を見て選手間で議論が
されるなど、より良い介護方法を考えるきっかけになっている様子が
見られました。本当にどのチームも最高のパフォーマンスを見せてく
れました。
運営スタッフも関わる中でたくさんの刺激をいただけるイベントと
なりました。次回もさらに深い学びを得られる場をつくっていければ
と思います。今後ともよろしくお願いいたします。
理事 小内 雄貴

映画ピア上映会開催
～参加された皆様に感想を伺いました～

「病気を診ずして病人を診よ」
医療業界では古くから言われている言葉で、大切なの
は患者さん本人の気持ち。
主人公の若手医師が、病気で倒れた療養中の父親の町
医者を引き継ぐ際、手に取っていた在宅医療の本の表紙
に書かれていた言葉でもある。私は介護福祉士として人
を理解し人に受け入れてもらうということが、ケアに入
る以前に大切であると思うし土台になっていくと考えて
おります。街を繋いでいく、地域を繋いでいく、人を繋
いでいく。
その人が最期の最期までその人の人生を全うできるよ
うに、その人が大切な人と繋がっていられるように、た
だただ人として人と繋がっていきたい。それでも、大切
な人がいなくなる時は切ない。
ハンカチを片手にいろいろと感じてほしいと思います。
会員 角田 貴幸

在宅医療・介護をテーマに描いたこの映画を観て、様々な職種の関わりの中で、私たち介護福祉士はどんな役割を担っているのかを改め
て考える機会となりました。実際の現場でも多職種連携が鍵になっている中で、在宅での生活にも求められているのだと思います。
私たちは、ご利用者さんを取り巻く環境の一部でもあり、とても重要な関わりを担っています。それぞれの役割を把握し、尊重し合える
関係性がご利用者さんのケアに関わってくるので、まずは職種間のより良い構築が重要だと感じました。命を託されるとても重要な役割で
あり、個々の特徴や求めている事などをしっかりと見い出すことが大切だと思いました。
広報委員 天田 容子

介護 かいご KAIGO
たくさんのご来場
ありがとうございました！
介護かいごKAIGO実行委員一同

令和元年11月30日、関東甲信越青年部研修のため茨城県へ行ってま
いりました。関東甲信越青年部研修は今回で4回目の開催となり、次年
度は千葉県で開催されます。各県青年部の活動報告を聞くことができた
のはとても刺激になりましたし、また各県の皆様と様々な意見交換も出
来、とても有意義な研修となりました。各県でも青年部活動をしている
方々が身近に居るというのは自分にとっても励みになり、青年部活動が
多くのことを学べる場所なのだと改めて実感致しました。
今回私は群馬県介護福祉士会青年部の発表者代表をさせて頂き、ディ
スカッションする中で沢山の良いヒントを頂けたので、是非群馬に持ち
帰って良いものを取り入れて行けたらいいなと思いました。また会員の
皆様へ発表する機会があったら、青年部の活動を少しでも多くの方に
知って頂けて良いのではないかと思いました。「介護福祉士会という組
織の中の青年部」を忘れずに縦のつながりや報告連絡相談なども意識を
して、組織を知り、今後も先輩方のお力をお借りしながら青年部活動に
取り組んでいきたいと思います。そして孤独と感じている若手介護職の
居場所になれれば嬉しいです。
各地の介護福祉士や仲間と沢山話すのはとても刺激になります。次回
も群馬県からより多くの会員の方に参加して実感いただきたいです。私
達も介護福祉士会の活動に若い方もたくさん参加してもらえるように青
年部活動を頑張って行きたいと思いました。
貴重な研修に参加させていただきありがとうございました。
青年部部員 惠良 彰一

研修募集・報告
理
事
青
山
公
大

擬度ののも擬象なしをに後てギ受れた昨
試受育皆計試的ずで行つにいリ講、。年介
験験成さ画験できメいいはまま者３受１護
をさにまを、しなモまて、しで個０講２福
ごれご、おまたがをしワ国た時々名者月祉
紹る尽将こた。ら取たン家。間にもも８士
介方力来な、次聴り。ポ試まを問の前日国
頂々頂をう試年かな皆イ験たか題参年に家
けへき担予験度れがさンま、けに加よお試
た試、う定講もてらんトで模て向がりこ験
ら験是介で座引い、真アの擬取きあ多な模
幸対非護すにきる時剣ド取試り合りくわ擬
い策、福。つ続姿になバり験組いま参れ試
でや次祉会いきがは眼イ組終まギし加ま験
す模年士員て模印う差スみ了れリたさしが
、
。
。
たるを業てるにしテ供でリあ故で狭知
。こ排務いこおたィのなスっにきい識セ
と除内くとい。ーたくクた対ま視をー
にす容点、てまマめ、がのしし点学フ
繋るを、マ、たネの組あでてたでべテ
がこ明業ニマ、ー活織る、の。見たィ
ると確務ュニクジ動全と研予自てこー
とがにプアュオメを体考修防職いとマ
学、すロルアリン行でえか策場たでネ
ぶ介るセのルテトう安ららをでと、ー
こ護こス理をィなこ全れ様見は振リジ
会
とのとの解理マのとな、々直、りスメ
員
が質で流度解ネだがサチなすチ返クン
でを、れをしジとセーー視だーるのト
Ｆ
き向属や確遵メ学ービム点けムこ範の
ま上人手認守ンべフスだかででと囲基
・
しす化順しすトま 提けら 事がを礎
Ｋ
、

常
任
理
事
佐
藤
剛
介護福祉士会
会員数

845名

し的に分る会でいり了間
たでも自かえすまましの令
。し真身とるがすすま日和
た剣も思の、。がし程元
。に成いも同講演たで年
受取長ま参じ習習。、１
講りです加方会が当実１
生組き。す向で主講習月
のんま指るをの体習指～
皆です導大向学の会導１
様い。すきいび内は者２
おる難るなたは容、講月
疲姿しこ収仲もに講習の
れがいと穫間ちな義会計
様印演でににろっもが４
で象習自な出んてあ終日

介
護
福
祉
士
国
家
試
験
開対
催策
さ模
れ擬
ま試
し験
たが
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
研
修
の
感
想

第
２
回
介
護
福
祉
士
実
が習
終指
了導
し者
ま講
し習
た会

＊編集後記＊
先日認知症の方と編み物をしました。普段は出来ない事が多い方ですが
編み物はスラスラと編むことが出来、ご本人もとても嬉しそうでした。介護
をやっていて良かったと思う瞬間です。
広報委員 南雲 由夏

