平成２８年度 事業報告
月
4月

事 業 内 容

開催日

第１１回理事会

２日（土） 県立介護実習普及センター

東部富士北麓会議

１日（金） ぴゅあ富士

出張講座「認知症について」

７日（木） 特別養護老人ホーム芙蓉荘

東部富士北麓会議

１４日（木） ぴゅあ富士

訪問介護適正事業打合せ

２０日（水） 山梨県庁 本館4階

第１回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

２０日（水） 山梨県立大学

実習指導者企画委員会

２２日（金） 甲府市総合市民会館

東部富士北麓研修会

２２日（木） デイサービスいきがい

第１回生涯研修委員会

２６日（火） 事務局

日本介護福祉士会ニュース発送
5月

6月

開催場所

下旬

第１２回理事会

１４日（土） 桃源文化会館

平成２８年度定期総会

１４日（土） 桃源文化会館

各ブロック、委員会顔合わせ

１４日（土） 桃源文化会館

出張講座「認知症について」

２０日（金） 介護老人保健施設山中湖あんずの森

中北・峡南ブロック会議

２０日（金） 若草生涯学習センター

東部富士北麓会議

２４日（火） ぴゅあ富士

第２回生涯研修委員会

２５日（水） 事務局

実習指導者講師打ち合せ会

２５日（水） 事務局

日本介護福祉士会定期総会

２９日（日）

第１回理事会

４日（土） 県立介護実習普及センター

第１回県内研修 防災 1日目

１４日（火） 山梨県防災安全センター

第１回研修委員会

１６日（木） 事務局

出張講座「介護職のための腰痛予防」

１７日（金） 有限会社 オオノ

第２回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

２２日（水） 山梨県立大学

第１回実習指導者養成講習会(１日目）

１９日（日） 甲州市市民文化会館

第１回県内研修 防災 2日目

２５日（土） 山梨県防災安全センター

第３回生涯研修委員会

２５日（土） 事務局

第１回実習指導者養成講習会(２日目）

２９日（水） 甲州市市民文化会館

広報誌ぬくもり発行

下旬

日本介護福祉士会ニュース発送

下旬

７月 第２回理事会

２日（土） 県立介護実習普及センター

東部富士北麓会議

１日（金） ぴゅあ富士

第2回研修会「成年後見人制度」

２日（土） 福祉プラザ４階大会議室

第１回実習指導者養成講習会(３日目）

６日（水） 甲州市市民文化会館

出張講座「認知症ケアについて」

７日（木） 特別養護老人ホーム富士山荘

出張講座「介護計画の必要性・記録」

７日（木） デイサービスつくし庵

出張講座「認知症ケアについて」

１３日（木） 特別養護老人ホーム富士山荘

中北・峡南ブロック会議

１５日（金） 若草生涯学習センター

第１回実習指導者養成講習会(４日目）

１７日（水） 甲州市市民文化会館
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8月

事業策定推進委員会

２０日（水） 事務局

中北・峡南ブロック研修 「メンタルヘルス」

２０日（水） 若草生涯学習センター

出張講座「介護計画の必要性・記録」

２１日（木） デイサービスつくし庵

第２回研修委員会

２１日（木） 事務局

第４回生涯研修委員会

２３日（土） 事務局

東部富士北麓会議

２７日（水） ぴゅあ富士

第３回理事会

６日（土） 県立介護実習普及センター

東部富士北麓会議

５日（金） ぴゅあ富士

初任者研修講師打ち合せ会

５日（金） 事務局

訪問介護適正事業講師打合せ

９日（火） 事務局

出張講座「接遇マナー」

１０日（水） 介護老人保健施設ノイエス

就職フェア㏌山梨

１２日（金） アピオ甲府

第５回生涯研修委員会

１２日（金） 事務局

調査研究委員会

１９日（金） 事務局

第２回実習指導者講習会（１日目）

２１日（日） 桃源文化会館

甲府ブロック研修会

２４日（水） 特別養護老人ホームゆめみどり

地位向上委員会

２５日（木） 事務局

出張講座「入浴介助について」

２６日（金） 有限会社オオノ

第３回研修委員会

２７日（土） 事務局

中北・峡南ブロック研修会「ポジショニング」

２７日（土） 県立介護実習普及センター

第２回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

３１日（水） 山梨県立大学

第２回実習指導者講習会（2日目）

３１日（日） 桃源文化会館

事業策定推進委員会

３１日（日） 事務局

日本介護福祉士会ニュース発送

下旬

９月 第４回理事会
第３回県内研修 医療シリーズ①
「いつもと違うを言葉で伝える」
第２回実習指導者講習会（３日目）

３日(土) 県立介護実習普及センター
３日（土） 福祉プラザ4階大会議室
７日（水） 桃源文化会館

高齢者の権利擁護研修会打合せ

７日（水） 事務局

第１回介護セミナー「ボディメカニクス」

８日（木） デイサービスセンターゆうかり

関東甲信越ブロック会議

１０日（水） 東京都北区

出張講座「身体拘束・高齢者虐待について」

１４日（水） 東別養護老人ホーム南岳荘

中北・峡南ブロック会議

１６日（金） 若草生涯学習センター

介護福祉士初任者研修会（１日目）

１７日（土） 介護実習普及センター

第２回実習指導者講習会（４日目）

１８日（日） 桃源文化会館

東部富士北麓会議

２１日（水） ぴゅあ富士

事業策定推進委員会

２１日（水） 事務局

地位向上委員会

２２日（木） 事務局

いきいき山梨ねんりんピック

２４日（日） 小瀬スポーツ公園

県民の日打合せ

２８日（水） 小瀬武道館

出張講座「身体拘束・高齢者虐待について」

２８日（水） 特別養護老人ホーム南岳荘

初任者研修会（２日目）

３０日（金） 県立介護実習普及センター
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東部富士北麓研修会

３０日（金） デイサービスセンターいきがい

10月 サービス提供者研修（共通講義A・B）

４日（火） 福祉プラザ4階大会議室

出張講座「記録の書き方」

７日（金） 社会福祉法人ぎんが福祉会

介護福祉士初任者研修会（３日目）

７日（金） 県立介護実習普及センター

第５回理事会

８日（土） 県立介護実習普及センター

第４回県内研修 医療シリーズ②「認知症研修」

８日（土） 甲府市総合市民会館

サービス提供者研修（Aコース）

１１日（火） 県立介護実習普及センター

介護セミナー「移動・移乗」

１３日（木） デイサービスセンターゆうかり

出張講座「身体拘束と虐待について」

１４日（土） 介護老人保健施設あさひホーム

中北・峡南ブロック研修会「レクリエーション」

１５日（土） 若草生涯学習センター

サービス提供者研修（Bコース）

１８日（火） 県立実習普及センター

出張講座「食事介助について」

１９日（水） 介護付有料老人ホームサンライフ寿

地位向上委員会

２０日（木） 事務局

第４回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

２０日（木） 山梨県立大学

介護福祉士初任者研修会（４日目）

２２日（土） 県立介護実習普及センター

地位向上委員会

２２日（土） 事務局

峡東ブロック研修会「薬剤の知識」

２５日（火） 大木記念ホール

東部富士北麓会議

２６日（水） ぴゅあ富士

県民の日打合せ

２６日（水） 甲府市市民会館

第６回生涯研修委員会

２６日（水） 事務局

調査研究委員会

２８日（金） 事務局

日本介護福祉士会ニュース発送

下旬

11月 出張講座「高齢者虐待」

１日（火） 介護老人保健施設あさひホーム

第６回理事会
出張講座
「認知症高齢者のコミュニケーション技法」
甲府ブロック研修会「アセスメント」

７日（土） 県立介護実習普及センター

１０日（木） みんぷく訪問介護事業所

介護セミナー「入浴介助」

１０日（木） リバース和戸

介護の日 街頭キャンペーン

１１日(水） 甲府駅他

関東甲信越ブロック研修会ｉｎ神奈川

１２日（土） メルパルク横浜

県民の日記念行事

１３日（日） 小瀬スポーツ公園

サービス提供責任者講師反省会

１６日（水） 事務局

事業策定推進委員会

１６日（水） 事務局

中北・峡南ブロック会議

１８日（金） 若草生涯学習センター

実習指導者フォローアップ研修会（１日目）

１９日（土） 県立介護実習普及センター

第７回生涯研修委員会
出張講座
「介護施設における接遇マナー」

２２日（火） 事務局

８日（火） 特別養護老人ホーム田富荘

２５日（金） 特別養護老人ホーム緑と風
２５日（金）
大分県
２６日（土）
２７日（日） 遊亀公民館

全国大会ｉｎおおいた
介護福祉士国試対策講座（１日目）
12月 第７回理事会

４日（日） 遊亀公民館

介護福祉士国試対策講座（２日目）

４日（日） 遊亀公民館
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出張講座「認知症ケア」

６日（火） 風林荘

実習指導者フォローアップ研修会（２日目）

７日（水） 県立介護実習普及センター

第４回研修委員会

7日（水） 県立介護実習普及センター

介護セミナー「排泄ケアについて」

８日（木）

出張講座「身体拘束と虐待について」

９日（金） 特別養護老人ホームらくえん

甲府ブロック研修会「アセスメント」

９日（金） みんぷく訪問介護事業所

介護福祉士国試一斉模試試験

１１日（日） 山梨県人材開発センター

出張講座「身体拘束と虐待について」

１２日（月） 東別養護老人ホームらくえん

ボランティア講座

１５日（木） 甲斐市社会福祉協議会

第５回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

１５日（木） 山梨県立大学

出張講座「認知症ケア 」

１６日（金） 介護老人保健施設風林荘

中北・峡南ブロック研修会「コミュニケーション」

２１日（水） 若草生涯学習センター

事業策定推進委員会

２１日（水） 事務局

ボランティア講座

２２日（木） 甲斐市社会福祉協議会

日本介護福祉士会ニュース発送

下旬

広報ぬくもり発送

下旬

１月 第８回理事会

７日（土） 県立介護実習普及センター

関ブロ実行委員会

2月

介護老人保健施設甲府南ライフケアセンター

７日（土） 県立介護実習普及センター

介護セミナー「認知症について」

１２日（木） リバース和戸

関東甲信越ブロック会議

１４日（土） 新潟県

レクリエーション支援者講習会

１５日（日） 青少年センター

事業策定推進委員会

１８日(水） 事務局

中北・峡南ブロック役員親睦会

２０日（金） 南アルプス市

第９回理事会

４日（土） 県立介護実習普及センター

事業策定推進委員会

１日（水） 事務局

介護入門講座

３日（金） 南アルプス市社会福祉協議会

関ブロ実行委員会

４日（土） 県立介護実習普及センター

介護セミナー「リスクマネジメント」

９日（木） リバース和戸

第６回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議

９日（木） 山梨県立大学

中北・峡南ブロック会議

１０日（金） 若草生涯学習センター

事業策定推進委員会

１５日（水） 事務局

介護入門講座

１５日（水） 南アルプス市社会福祉協議会

地位向上委員会

１６日（木） 事務局

出張講座「リスクマネジメント」

１７日（金） 南アルプス市社会福祉協議会

関ブロ実行委員会委員長会議

１７日（金） 事務局

県内研修「身体拘束・虐待防止研修」

１８日（土） 県立介護実習普及センター

県内研修会「職員の育成と離職の実際」

１８日（土） 県立介護実習普及センター

第５回研修委員会

１８日（土） 県立介護実習普及センター

親睦会

１８日（土） 甲府市内

出張講座「移動・移乗について」

２１日（火） 特別養護老人ホーム風林荘

東部富士北麓会議

２３日（木） ぴゅあ富士

介護入門講座

２４日（金） 南アルプス市社会福祉協議会
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日本介護福祉士会ニュース発送
３月

下旬

第10回理事会
第６回県内研修 医療シリーズ③
「ケアに役立つパーキンソン病の理解」
出張講座「移動・移乗について」

５日（土） 県立介護実習普及センター
５日（土） 県立介護実習普及センター
７日（火） 特別養護老人ホーム風林荘

介護セミナー「介護過程の展開」
臨時総会
関ブロ委員長会議

９日（木） リバース和戸
１２日（日） 大木記念ホール
１４日（火） 事務局

事業策定推進委員会
第６回研修委員会

１５日（水） 事務局
１７日（金） 事務局

第８回生涯研修委員会
事業策定推進委員会

２２日（水） 事務局
２４日（金） 事務局

ぬくもり

下旬
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