
イベント名 日　程 場　所
福祉の就職総合フェア 8 月24 日（土）〜 25 日（日） 岡山コンベンションセンター 1 階

イベントホール
おかやま介護フェア 2019 11 月 3 日（日・祝） 岡山ふれあいセンター

備北信用金庫 賀陽支店 11 月 6 日（水）〜 15 日（金） 備北信用金庫 賀陽支店
みんなおいでぇ 福祉まつり in
吉備中央町 11 月16 日（土） ロマン高原かよう総合会館

ポルカ天満屋ハピータウン 11 月 18 日（月）〜 27 日（水） ポルカ天満屋ハピータウン
福祉のまちづくりフォーラム in
美作 12 月 3 日（火） 作東バレンタインプラザ

　本年度は既に６か所で開催され、中でもポルカ天満屋
ハピータウンでは民間商業施設で初の単独開催となりま
した。
　ポルカ天満屋ハピータウンのご厚意によって、人通りの多
い 1 階セントラルコートのスペースを提供していただき、小
さなお子様からご年配の方まで幅広い年代の方に、笑顔溢れ
る素敵な写真の数々をご覧いただくことができました。

　輝くKaigoの人達 写真パネル展は、職場でイキイキと介護する職員の写真を
通じて、介護の仕事の「働きがい」や「やりがい」を発信し、高齢者福祉・介護サー
ビスの普及啓発並びに福祉人材の確保・定着を促進することを目的として、開
催されています。



岡山県老人福祉施設協議会では、 会員施設の職員の質の向上に向
けた研修に取り組んでいるんじゃ。令和元年度計画されている
研修会の数は、 なんと16 種類。各委員会ごとにどんな研修がよ
いか、 話し合って決めているんじゃ。わしも興味がある研修会に
行ってみたいもんじゃ。

令和元年度 岡山県老人福祉施設協議会 研修計画

番号 委員会・部会名 研修会名またはテーマ 日　程
①

研修委員会

高齢者虐待防止研修会 9/ 9（月）-10（火）
② 高齢者虐待防止のための特別研修 2/27（木）
③ 高齢者虐待防止研修会フォローアップ研修 2/28（金）
④ アセスメントの基本研修 8/22（木）
⑤ 岡山県老人福祉施設職員研究発表会 2/21（金）
⑥

デイサービスセンター部会
職員研修会（計画書・記録の書き方） 6/20（木）

⑦ 職員研修会（認知症ケア） 10/15（火）
⑧ 職員研修会（機能訓練・骨盤トレーニング） 12/ 9（月）
⑨ 養護老人ホーム部会 養護老人ホーム施設長研修会 11/21（木）
⑩ 養護老人ホーム職員研修会 ※全国老施協主催 11/13（水）

⑪ 養護老人ホーム部会 
軽費・ケアハウス部会 認知症介護実践研修会 12/11（水）・

12/20（金）
⑫ 軽費・ケアハウス部会 説明（地域生活定着支援センター）事例発表・施設紹介 10/17（木）
⑬ 地域密着型施設部会 施設長会・講演（職場環境改善） 7/22（月）
⑭ 第１回総会 記念講演 介護ロボット・人材確保戦略 6/14（金）
⑮ 第２回総会 記念講演 働き方改革 3/12（木）
⑯ 21世紀委員会総会 記念講演 地域貢献・人材育成 6/27（木）

＊県老施協が開催する研修会は原則として会員は無料です！

県内だけじゃなく、中国地区や全国の研修会や大会もあるんじゃ。カントリー
ミーティングは、 中国地区にある施設の管理者・リーダーが現状の課題を話し
合い、どうしたら解決するのか提言としてまとめ、 全国にあげているんじゃ。

令和元年度 中国地区・全国老人福祉施設協議会 大会・研修会等日程

番号 中国地区・全国 大会・研修会名 日　程 対　象 場　所
⑰

中国地区
第51回中国地区老人福祉施設研修大会 8/29（木）-30（金） 役職・職種問わない 山口県山口市内

⑱ 第38回中国地区老人福祉施設長研修会 8/ 1（木）- 2（金） 経営者・施設長 鳥取県鳥取市内
⑲ 2019 年度中国地区カントリーミーティング 11/ 7（木）- 8（金） 管理者・リーダー 広島県広島市内
⑳

全国
第76回全国老人福祉施設大会（茨城大会） 11/20（水）-21（木） 役職・職種問わない 茨城県水戸市

㉑ 令和元年度全国老人福祉施設研究会議
（愛媛会議） 10/29（火）-30（水） 役職・職種問わない 愛媛県松山市

＊ 県・中国地区老施協が開催する研修会の案内は開催日の 2~3ヶ月前を目途に県老施協会
員あてメール並びにホームページ等にてご案内いたします。

＊ 県・中国地区・全国老施協が開催する研修会の日程・内容等は、 都合により変更する場合
があります。

本研修計画は県老施協 HP にも 
掲載しています！
http://www.okayama-roushikyo.jp/ 

▲ ▲
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