
 
 

 

 

 

 

 

  

 

一般社団法人宮城県介護福祉士会 会報 

                                        令和５年 1 月発行 

編集・発行/一般社団法人宮城県介護福祉士会 
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 1-６－１０－９F 

TEL：022-398-5767 FAX：022-399-6570 

E-MAIL：jimukyoku01@m-kaishikai.or.jp    

URL：http://miyagi-kaigo.jp/ 

私たちはあなたとの出会いを待っています。 

新年のごあいさつ       一般社団法人宮城県介護福祉士会 会長 雫石 理枝 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人宮城県介護福祉士 会長 雫石 理枝 

新年あけましておめでとうございます。 

皆様にはすがすがしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年を振り返れば、新型コロナウイルス感染症の流行が未だ収まらず、多くの事業所で感染が拡大するなど、

依然として予断を許さない状況が続いております。 

改めまして、最前線で介護の現場を死守されている皆様の奮闘に心より敬意を表するとともに、介護福祉士の

尊き姿に感銘を受けています。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。 

さて、時代は今、コロナ禍の影響により人々の価値観や生活様式などが大きく変化していることに加え、人口

減少などによる影響がみられ社会全体が転換期を迎えています。また、福祉・介護業界を取り巻く状況は、人材

確保をはじめ人材育成とサービスの質の向上など多くの課題を抱えております。 

この困難な時代を乗り越えるため、私たちには、前例踏襲や横並びではなく、変化や失敗を恐れず、新しいこ

とに果敢に挑戦し、自ら未来を切り拓いていくことが求められていると感じています。 

本年は、公益社団法人日本介護福祉士会会費値上げや「パートナー協定」締結の動きなどある一方、本会にお

いても会務運営について様々な課題があります。 

本年も不退の決意で、皆さまと語らいながら良い方向へ進められるよう役員一同尽力いたしますので、どうか

皆様の一層のご理解、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

☆各種委員会のご案内 

新しい時代を切り拓く宮城県介護福祉士会を目指して、委員会委員

を大募集しています。各委員会メンバーは随時受付中です。     

対面だけでなくwebでの会合も併用し参加しやすくなっています。

この機会にぜひ！ネットワーク広げてみませんか！！ 

●組織委員会 ●制度政策委員会 ●倫理委員会 ●選挙管理委員会  

☆事務局手伝い  

 研修会の補助、発送物封詰め作業、各種イベント運営等お手伝い頂

けるメンバーを募集しています。（時給換算で報酬あり） 

※ご興味のある方、詳しくは、当会事務局までお気軽にお問合せくだ

さい。 

一緒に活動するメンバーを 

募集しています！ LINEお友達 

登録募集‼ 

定期的に介護福祉士会の

情報を発信しています！ 

是非ご登録ください。 
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【映画上映会】 

介護の日のイベントとして、仙台アエル５階の 

多目的ホールにて、認知症をテーマにした 

ドキュメンタリー映画「ぼけますから、よろしく

お願いします。〜おかえりお母さん〜」の映画 

上映会を開催しました。認知症の診断を受けた 

妻と、いつも寄り添いながら介護をする夫の 

夫婦の物語。こんな風に生きられたらと憧れを 

抱かせてくれるような幸せな夫婦の姿に、約２ 

時間の上映時間があっという間でした。 

認知症になってもその人らしく、楽しく生活でき

る社会の実現に向けて、考えさせられるきっかけ

となる映画ですので、まだご覧になっていない方

は是非ご鑑賞ください！ 

【新任職員交流会】 

11 月 4 日に宮城県新任職員交流会及び映画上映会を行いました。 

8 月に予定されていた合同入職式が中止となり、その代替えとして、新任職員交流会が

開催されました。コロナ渦ということもあり、初のオンラインでの開催となりました。 

第一部では、認知症をテーマにしたドキュメンタリー映画「ぼけますから、よろしくお願

いします。」の信友監督、宮城県介護福祉士会雫石会長、浜知美氏（ariTV（株）取締役副

社長、元東日本放送アナウンサー）によるトークイベントを行い、映画に対する監督の想

いや自身の体験談について聞く機会が得られました。 

信友監督の想いを聞くことができ、新任職員にとっては、人との関わり方について考えさ

せられる機会になったのではないかと思われます。 

 

第二部では、オンラインにて新任職員の交流会を行ないました。 

新任職員同士で介護職に就いた理由や実際に働いてみての感想、 

悩みなどについて意見交換が行われていました。共有できる悩みや、 

やりがいについて話すことで、同じ介護職として想いを共有 

することができたのではないかと思います。 

©2022「ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえり お母さん～」製作委員会 
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実践事例発表会 2022  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、仙台大学の学生を含め 4１名の参加があり、発表後は学生からも、積極的な質疑 

応答がありました。実習や見学など介護現場に触れる機会が減っている学生達にとっては、

実践事例発表会に参加するということは介護現場の生の声に触れる貴重な経験になった 

ことと感じています。また現職の参加者は「次は私も発表したい。」「貴重な気づきを頂いた。」

「全部よかった。VTR で泣けた」「このような機会が増えればいい。」などの学びや感動、

今後への抱負などがアンケートに書き込まれており、皆さん良い刺激を受けたものと感じて

います。 

このような状況だからこそ、利用者のために自分たちが「できる事」「やりたい事」を考え、

チームでアイデアを出し合い実践す

る。それが利用者を元気にする源とな

り、またそこから我々も元気を頂ける

ものだと思います。この実践事例発表

会は介護の専門性やこの職種のやり

がいを再確認でき、学びを得ながらも

気持ちが更に前向きになる、そのよう

な場になることを改め

て感じることができま

した。企画、運営にあた

り、感染対策に配慮し

ながらの準備で苦労も

ありましたが、介護職

の発展の為に、このよ

うな発表の場を今後も

継続して企画運営して 

 いきたいと思っております。 

発表①「肌のお手入れを続けてみませんか？」 

介護老人保健施設・仙台ロイヤルケアセンター  

発表②「新しい夫婦のかたち」 

有料老人ホームツクイ・サンシャイン仙台  

発表③「その方に会ったコミュニケーションを 

            ～思いを支えるために～」 

特別養護老人ホーム恵心寮  

発表④「ＩＣＴのカスタマイズＢＹＯＤ」 

社会福祉法人ことぶき会  

発表⑤「自立支援に向けた機能訓練の取組」 

(株)ツクイ仙台富沢  

発表⑥「永遠に･･･あなたと共に･･･」  

愛の家グループホーム仙台茂庭台  

発表⑦「食べる喜びをもう一度～食べるを支える他職種連携」 

    仙台青葉ロイヤルケアセンター  

10 月 15 日（土）東京エレクトーンホール宮城

にて当会主催による実践事例発表会が執り行われ

ました。県内ではまだまだ新型コロナウイルスの

猛威が続いており予断を許さない中ではあります 

が、老健施設、特養施設、有料老人ホーム、通所

介護、グループホーム、社会福祉法人（ケアハウ

ス、デイサービス、グループホームなどを運営）

等さまざまな事業所から、「利用者の笑顔のため

に」というテーマに沿って、各サービスの種別 

ごとその特性を活かした取り組み事例を発表 

して頂きました。 
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バトンパス！ キラリ ☆ なかま紹介② 

  
 

 

＊ 角田市；角田の自慢は 5つの「め」です。 

「米」・「豆」・「梅」は豊かな食材のキーワードです。 

 「夢」JAXA やスペースタワーがあります。 

「姫」は伊達政宗の次女で石川公に嫁いだ牟宇姫が

シンボルです。角田は、「歴史と未来を食で繋ぐ 

まちづくり」に取り組んでいます。 

 

角田市は、歴史と夢と希望に触れて感じることがで

きるのも魅力の一つです       

 

 

【医療法人金上仁友会 介護老人保健施設 ゆうゆうホーム】 
 昭和 63 年に、東北・北海道地区で第一号として開設した介護老人保健施設です。 

  

(医)金上仁友会の理念は「地域に信頼 

される誠実な医療・介護」です。 

金上病院に併設された施設サービス、 

通所リハビリテーションだけではなく、

訪問系サービス(訪問看護、訪問リハビリ、

定期巡回随時対応型訪問介護看護、看護

小規模多機能型居宅介護)、住まい系 

サービス事業を通して、角田市を中心に

地域包括ケアに取り組んでいます。 

 

 

今回は、その中から「介護老人保健施設ゆうゆうホ

ーム」での取り組みを紹介します。 

   

角田 編 

角田市の田んぼアート：羽生 結弦選手 
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 ゆうゆうホーム始め、法人介護部では、介護プロフェッショナル

キャリア段位制度に基づいた「根拠のある介護」で介護技術の標準

化に向け取り組んでいます。標準化を行うことで、いつでも、どこ

でも同じ内容で基礎介護を学ことができます。職員によって支援

の在り方が違うという

事がない、統一したケア

を目指しています。 

ご利用者に寄り添った、

自立支援、重度化予防を

目指し、目標・目的を 

明確に持った在宅復帰

を念頭に、支援内容へ活かせるように取り組んでいます。 

指導を受けた職員からは「〇〇の根拠があるから、こういうやり

方なんだ」「成程、知らなかった」等、学びに対する喜びの声も 

多く、皆で意欲的に勉強しています。       

 

ゆうゆうホームでは、科学的介護情報システム(以下 LIFE)を開始時から

導入し、利用者様お一人お一人の支援計画を具体的に考え、施設退所後の

生活の場面を見据えたリハビリや支援を行っています。利用者様と 

ご家族様に寄り添い、ご希望をお伺いし、ニーズや課題を多職種で、 

カンファレンスで話し合い、PDCA サイクルを回しながら取り組んで 

います。自宅における生活を踏まえた生活リハビリを大切に、より質の高

いケアを提供できるように今後も取り組んでいきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“私たちの事業所”紹介大募集！！ 

 

宮城県内で活躍する介護福祉士を紹介するコーナー【バトンパス！キラリ☆なかま紹介】 

市町村の特色と、そこで頑張る介護福祉士さんをピックアップ。 

今回の角田市「介護老人保健施設ゆうゆうホーム」さんからのバトンは・・・ 「岩沼市」です☺  

「是非、取材に来て欲しい！！！」という事業所さんも随時お待ちしております♪（事務局まで✉） 
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インフォメーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

☆☆「であい」をお届けします ☆☆ 
 

新年明けましておめでとうございます。令和 5 年 1 月号の宮城県介護福祉士会会報「であい」をお届

けします。今号より「であい」の編集は制度政策委員会が担当させて頂いております。新しい年を迎え、

気持ちも新たに、介護福祉士会を盛り上げていけるよう、取り組んでいきたいと思います。 

会員の皆様におかれましても、是非、たくさんの仲間に出会えるよう、介護福祉士会の様々な活動に参

加して頂ければと思います。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。 

 一般社団法人宮城県介護福祉士会会報「であい」 /令和５年 1 月発行 /編集・発行: 一般社団法人宮城県介護福祉士会 

事務局: 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 1 丁目 6-10 EARTH BLUE 仙台勾当台９階 

TEL 022-398-5767 FAX 022-399-6570 

E-MAIL jimukyoku01@m-kaisｈikai.or.jp   URL http://miyagi-kaigo.jp/ 

 

 

●令和５年の予定をお知らせします。※日程は事前に必ず HP 等でご確認願います。 

 ▶各種委員会等活動（定期）対面・オンライン併用 

  ・組織委員会（冨主浩功委員長）奇数月 19 時～開催予定 

  ・制度政策委員会（髙橋謙太委員長）奇数月 第３水曜日 19時 30分～開催予定 

  ・倫理委員会（松野一江委員長）毎月１回程度（月または火曜日）19 時～開催予定 

  ・執行会議（会長・副会長・委員長・顧問）毎月第２月曜日 19 時 30 分～開催予定 

 ▶定時総会：令和 5 年 6 月３日（土）14 時～開催予定 場所：事務局所在ビル５F 会議室 

☆岩沼市介護認定審査会委員推薦者募集 

 任期満了につき、令和５・６・７年度岩沼市認定審査会委員の推薦を新たに募集いたします。 

募集要項は次のとおりです。 

1.委員応募の種類及び要件 

１）介護保険認定審査会委員 

 ①令和４年１２月１日現在で本会会員であること。会員継続していける方。 

 ②介護福祉士資格取得後 5 年以上の実務経験の在る方 

 ③本会の委員会等活動に積極的に参加・協力できる方 

 ④特別会費として委員報酬の 1 割を納付できる方（総額の 1 割程度 毎年 1 回納付） 

２.募集人員 介護認定 ２名 

３.応募期間：令和５年１月１日（日）～令和５年１月１６日（月）消印有効 

４.申込方法：申込用紙（HPよりダウンロードしてください）に必要事項及び志望動機を記入し 

E-mail または 郵送・Fax にてお申し込み下さい。  

５.選考方法：①書類選考（応募人数が超えた場合） ②面接のち、結果通知予定。 

●事務手続きについて 

＊変更・退会届は、HPにてダウンロードできます。また、新規会員大募集！ 

様式に必要事項ご記入押印後に事務局宛てに送付くださいますようお願い致します。 

銀行口座変更の場合も、事務局までお問合せがあれば専用用紙を送らせて頂いております。 


