


















山梨県保育士就職応援フェア

《お問い合わせ》 〒４００-８５０１ 甲府市丸の内１丁目６番１号　山梨県子育て支援課　☎０５５-２２３-１４５６

　山梨県内の保育園や認定こども園に就職を希望される方を対象に、
見学バスツアーと就職フェアを開催します。
　一度にたくさんの園の情報を得られる機会です。
すぐに就職しない方も普段着でお気軽にご参加ください。

　中型バス5台で、県内の保育園や認定こども園を見学して回ります。大変人気のある見学会で、参加人
数７０名程度を予定しています。（ルートを選択することができます。）具体的な見学先（コース）について
は、山梨県のホームページをご覧ください。

　新卒学生、一般の方を対象に保育士就職応援フェアを開催します。山梨学院短期大学内 サザンタワー
（６０周年記念館）にて開催を予定しています。詳細については、山梨県のホームページをご覧ください。

※両企画とも参加費無料です。ぜひこの機会に見学バスツアーと就職フェア併せてご参加ください。

●バスツアー　9月29日（金）

●保育士就職応援フェア　9月30日（土） 10：00～16：00

福祉人材研修課から
研修のお知らせ
介護職員スキルアップ別研修
「清潔の保持～入浴～【基礎編】」
　清潔の保持（入浴）は日常生活において重要な役
割を果たしています。入浴介助に携わる介護者は要
介護者の心身の状態に合わせた援助をすることが大

切です。この研修では介護保険施設等にお勤めの方
（勤務年数が概ね１年未満の方）を対象に入浴介助の
基礎を講義・演習を交えて学びます。

デイサービスセンター事業者の経営戦略セミナー
　デイサービスセンターは、地域の高齢者介護・福祉
の拠点として、重要な役割と責任を果たすことが期
待されています。このセミナーでは、経営者や施設長
などを対象に、現在の介護保険を取り巻く現状を踏

まえ、デイサービスセンターを支える人材育成とデイ
サービス経営戦略について理解を深め、事業の実践
につなげていきます。

【お問い合わせ】 福祉人材研修課 ☎055-254-8654

を開催します

※開催日等の詳細は、決定次第ホームページ（http://www.y-fukushi.or.jp）に掲載します。

山梨県からのお知らせ
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介護実習普及センター 講座のご案内

お年寄りに起こりやすい
病気の予防と対応

お年寄りの排泄の問題と
そのお世話

認知症サポーター養成講座

お年寄りの食事のお世話

10：00～16：00

10：00～16：00

9：30～12：00

13：30～16：00

9：00～14：00

30名

30名

30名

30名

20名

対象者講座名 内容 開催時間

山梨県
福祉プラザ １階
介護実習室

山梨県
福祉プラザ １階
調理実習室

一般県民

定員 開催場所開催日

9月6日(水)

9月15日(金)

9月25日(月)

11月7日(火)

9月12日(火)
9月13日(水)
9月20日(水)

高齢者介護をしている家族向けの講座

様々なテーマについて、
詳しい介護の知識や
技術について学びます。

認知症の基礎知識や認知症
の方への対応を学びます。

１日目 お年寄りの食事の特徴
２日目 栄養を補う副菜の調理
３日目 飲み込みの障害に
　　   合わせた調理の実際
＊１日のみの参加も可能
＊材料費として１日当たり５００円必要です。

※都合により、やむをえず開催日時を変更することがありますので、ご了承ください。

認知症地域公開講座
in中央市

認知症キャラバン・メイト
養成講座(国中)

認知症キャラバン・メイト
養成講座(郡内)

200名

100名

100名

13：30～16：30

9：30～16：30

9：30～16：30

対象者講座名 内容 開催時間

中央市立
玉穂生涯学習館

アイメッセ山梨

富士吉田
市民会館

認知症に
ついて
学びたい方

年間最低3回、
講座を

務めることが
出来る方

定員 開催場所開催日

9月3日(日)

受験要件がある講座

認知症の理解や援助に関する
講演等

「認知症サポーター養成講座」
の講師役「キャラバン・メイト」
を養成

※都合により、やむをえず開催日時を変更することがありますので、ご了承ください。

［お問い合わせ・お申し込み先］ 介護実習普及センター  Tel：055-254-8680

10月12日(木)
※申込締切日
9月4日(月)

10月26日(木)
※申込締切日
9月19日(火)

入門介護講座

福祉用具体験講座

介護保険の仕組みとサービス

認知症サポーター養成講座

認知症サポーター
ステップアップ講座

30名

20名

20名

30名

20名

2時間30分

1時間30分

1時間30分

2時間

1時間30分

講座名 内容 所要時間定員 開催日

通年(随時)

通年(随時)

通年(随時)

通年(随時)

通年(随時)

団体向け講座 (5名以上のグループでご参加ください)

介護のこころの講義や高齢者
疑似体験を通して高齢者への
理解を深めます。
展示室にある福祉用具に、
実際に“見て、触れて、体験”
します。

認知症の症状の捉え方や
具体的な対応法について
学びます。

認知症の基礎知識や認知症
の方への対応を学びます。

介護保険制度の基本的な
内容について学びます。

※開催日については、団体からの希望日時と相談になります。
※開催場所については、当センターのほか出張も可能です。
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この広報誌の作成費用の一
部は赤い羽根共同募金配分
金により発行されています。お 知 ら せ

地域別小規模就職相談会を開催します

福祉のおしごと　マッチングカフェ

　地域を限定して仕事を探したい。自宅に近い所で、空
いている時間を活かして仕事をしたい。あるいは、福祉
の仕事に関心はあるけれど、まだ具体的な就職活動は
していないという方々に、求人事業所の人事担当者と直
接情報交換していただく場を設けます。
　ぜひこの機会にご参加ください。参加費、事前申し込
みは不要です。

※今後の開催予定
　・峡東 11月　・峡南・南アルプス 1月　・峡中 2月
※参加事業所は、各開催日1週間前より山梨県社会福祉協議
　会ホームページに掲載します。
　http://www.y-fukushi.or.jp
※詳細についてはお問い合わせください。

対象エリア 郡内（この地域の求人）
　９月２１日（木）13:30～15:30
　富士吉田市民会館
　（富士吉田市緑ヶ丘2-5-23）
峡中※南アルプス市除く（この地域の求人）
　１０月２４日（火）13:30～15:30
　山梨県福祉プラザ４階会議室
　（甲府市北新1-2-12）

お問合せ先 福祉人材センター
☎０５５-２５４-８６５４

　このほかにも介護・看護・福祉についての本（約300冊）やビ
デオ・ＤＶＤ（約200本）を貸し出しております。詳しくは県立介
護実習普及センターにお問い合わせください。
≪☎055-254-8680≫

　高齢者救急はもはや避けては通れない時代です。高齢
者は、訴えがあいまいで症状がはっきりとあらわれない、
背後に重い病気が隠れているかもしれないなど、とにかく
判断に迷うケースばかりあり、そんな悩めるケースの初期
アセスメント→対応の流れを一目でわかるチャートで解説
しています。
　本書は、目の前の高齢者のどこに気をつければいいの
かがズバッとわかり、ありそうでなかった高齢者救急のガ
イドマップとなっています。

岩田充永
株式会社医学書院
〒113-8719
東京都文京区本郷1-28-23
Tel(販売部)　 03-3817-5650
ホームページ  http://www.igaku-shoin.co.jp

著 者
発 行 者

高齢者救急
急変予防＆
対応ガイドマップ

広報誌「やまなしの福祉」を
パソコンやタブレットで閲覧

ホームページ http://www.y-fukushi.or.jp

　広報誌「やまなしの福祉」は、本会ホームページでPDF
版の閲覧ができるほか、電子ブックでもご覧になれます。

※パスワードは必要ありません

iOS用Android用

yfukushi337
9月号のID

9月号は
以下の通りです。

　採用予定のある事業所と、お仕事を探しているあな
たをつなぐ、個別面談・相談会を行います。
9月の予定   6日(水) 特別養護老人ホーム　ゆめみどり

13日(水) 緑と風
20日(水) 高原病院 他　
27日(水) パティオ蓬沢

時 　 間 １４：００～１６：００
会 　 場 山梨県福祉プラザ4階

福祉人材センター
お問合せ先 福祉人材センター

☎０５５-２５４-８６５４

善意をありがとう

ワンタッチ式のビニール傘のご寄贈
　７月２８日、山梨県庁知事室にて、後藤知事、小島福祉保
健部長の立ち会いのもと、ＮＰＯ法人国際ブリアー（董燕燕
代表理事）より、ワンタッチ式のビニール傘１，５００本を山梨
県社会福祉協議会（　澤敏久会長）に寄贈いただきました。
　寄贈いただき
ました傘は、県内
の福祉施設に配
布させていただ
き、ご活用いただ
きます。
　たくさんの善
意の傘をありがと
うございました。

図書紹介
貸し出し
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