
正式名称は「一般社団法人　日本介護支援専門員協会」事務局は東京都千代田区神田小川町にあ
り、ここが本部所在地ということになります。正会員は平成30年度1月末現在で約30,000人、日
本中の介護支援専門員有資格者が70万人程度として、組織率は4％強といったところでしょうか。
前身の全国介護支援専門員連絡協議会が2009年に一般社団法人化して今の形になりました。初代
会長は木村隆次さん（青森支部）、2代目は鷲見よしみさん（山梨支部）、3代目は現会長の柴口里
則さん（福岡支部）です。

主な活動としては、各法定研修のテキスト作成・販売、管理者研修や指導者研修を始めとする各
種研修会の企画・運営、都道府県・市町村・各種団体が実施する研修会への講師派遣、国や企業と
提携して行う各種の調査研究活動など。中でも特に重要な活動としては、国の社会保障審議会介護
保険部会や介護給付費分科会へ審議委員を送り、時には政治のおいしいネタにされてしまいがちな
制度を、「国民のための介護保険」として正しい方向へ導くために国民目線で発言し続けること。こ
れについては現在副会長の濱田和則さんと同じく副会長の小原秀和さんが協会の代表として参加し
発言してくれています。今全有資格者の4％程度の組織率でしかない日本協会が、国の重要施策を
審議する諮問機関に参加を許されているのは、日本で唯一の「ケアマネジャーの職能団体」だから
ですが、「組織率4％では全国のケアマネジャーの意見を代表しているとは言えない」という否定的
な意見が、審議会に参加している他団体から挙がっているのも事実です。組織率が上がらないまま
こうした否定的な意見の勢いが増せば、日本で唯一の介護保険法固有の資格者団体が審議会から閉
め出されてしまうことだって、あながち非現実的な話とは言えません。今現在日本協会に入ってい
ない方が、一人でも多く入会していただけるとそんな懸念も払拭されます。どうか皆さんご入会な
さってください。

それから日本協会の行っている様々な取り組みの中に、「全国大会」という一大研修イベントがあ
ります。全国を11のブロックに分け、毎年どこかのブロックがホストとなって行われる全国大会は、
日本中から集まった1,000人を超えるケアマネジャーたちによって大きな盛り上がりを見せていま
す。2019年度は四国ブロックがホストとなって徳島県で、そして2020年10月には、我が群馬
県も所属する北関東ブロックがホストとなって、「全国大会ｉｎ宇都宮」が開催される予定です。全
国規模の一大研修大会がお隣の栃木県で行われ、非会員であれば16,000円かかる参加費が会員で
あれば半額の8,000円で参加できます。

全国大会以外の研修も、会員の参加費は0円～ 5,000円で非会員は参加できないか参加費
10,000円程度というのが日本協会の相場です。よく「会員になってもメリットがない」と未入会
の方の声を耳にしますが、これはどうですか？すごく分かり易いメリットだと思いますよ。この文
章お読みになったこの機会に、思い切って入会してしまいませんか？

心よりお待ち申し上げております。

発行：一般社団法人 群馬県介護支援専門員協会　事務局：群馬県社会福祉総合センター内　〒371-8525前橋市新前橋町13-12　
TEL 027-255-6226　FAX 027-255-6173　E-mail: cmg-gunma@dan.wind.ne.jp　http://caremane-gunma.com/

あらためて日本協会のご紹介
副会長　松沢　斉 
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利根沼田支部（利根沼田介護支援専門員協議会）　　　　　　　　  　支部長：岡島真実

吾妻支部 （ケアマネ吾妻の会）　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長：田村広行

渋川支部（渋川圏域支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　支部長：村上忠明

群馬県介護支援専門員協会には11の支部があります。各支部は地域の特性や必要と考えることについて、支
部の役員や会員の皆様が話し合い様々な活動を行っています。今号では、30年度に各支部で開始された活動（主
だったもの）を掲載します。皆さんの住んでいる地域、職場の近くで開催されてきた活動を知っていただき、
是非、31年度（令和元年度）は支部の活動にも参加してください。尚、他の支部の方や非会員の方も参加でき
る研修会も多くあります。予定につきましては、各支部へお問い合わせください。（お問い合わせ先は群馬県介
護支援専門員協会ホームページの支部情報に掲載されています）

〈30年度活動報告〉
  5月19日   講演会「2018年介護保険見直しでケアマネが備えるべきこと

  ～3年後、6年後を見据えつつ　自分たちの存在意義を高める～」
 講師：介護福祉ジャーナリスト　田中元氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼田市白沢支所

    9月5日   研修会「薬剤師さんとつながろう～薬を通じて輪になろう～」
  講師：群馬県薬剤師会　副会長　永田朗氏　（研修+事例検討）沼田市保健福祉センター

11月10日　研修会「災害基礎知識を学びHUG体験　（避難所運営ゲーム）でもしもに備えよう」
  講師：日本防災士会（群馬県支部・西部地区）防災士　尾山嘉治氏　　　　　　　　沼田市白沢支所

12月12日　研修会「地域の医療情勢と薬剤を通じての医療・介護連携について」
 講師：利根沼田薬剤師会　理事　山田晃氏　　　　　　　　　　　　　　　　　山田薬局利根中央店

平成31年3月1日　研修会『終末期を共に歩むために　～実践から得たケアチームの心得とは～』
 講師：群馬県介護支援専門員協会理事　新井薫氏　　　　　　　　　　みなかみ町保健福祉センター

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
 5月18日（土）　13：30～14：00　（講演時間は14：00～16：30）　　　　　　　　　　　沼田市白沢支所

 総会講演：「介護保険制度とケアマネジャーを取り巻く動向～社会的な期待と責務にどう応えて行くか～（仮）」
 講師：日本介護支援専門員協会　常任理事　笠松信幸氏

各支部の平成30年度活動報告＆31年度総会案内

〈30年度活動報告〉
    7月6日    研修会　「平成30年度　介護保険改定について」～居宅介護支援の報酬改定を中心に～

  講師：群馬県介護高齢課　居宅サービス係　清水静香氏
10月13日　宿泊研修会　地域歯科医療の最前線からの提言
　　　　　   「健口」長寿を支援する　―地域包括ケアシステムにおける歯科の役割―
　　　　　　講師：医療法人平静会　外丸歯科医院　副院長　外丸雅晴氏

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
7月予定　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  吾妻保健福祉事務所

 総会講演：総会後の研修会を予定しています。講師選定中です。

〈30年度活動報告〉
  4月17日   総会　定例会　研修　『利用者様の服用薬に関するチェックシート』～高齢者を取り巻く薬の話～

  講師：群馬県薬剤師会在宅医療委員　永田朗氏
   6月7日   在宅ケアネット渋川　講演会　『口腔ケアを通した多職種連携』～OHAT（オーハット）によるアセスメント～
　　　　　   講師：東京医科歯科大学高齢者歯科学講座　中川量晴助教
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  6月24日　 渋川地区医療看護介護連携フォーラム　ブース　ケアマネの仕事紹介と何でも相談
  7月19日　 介護支援専門員・介護職員への在宅医療講演会
　　　　　     『老人性難聴と補聴器』　『嚥下』～食事摂食時の注意事項～
　　　　　　   講師：渋川地区医師会会長　川島理先生
  7月26日　  地域ケア会議　事例検討会　12職種　6グループ
11月14日　   在宅ケアネット渋川　講演会　『地域で支える認知症』～認知症カフェの位置づけ～
　　　　　　   講師：藤田医科大学医学部認知症高齢診療科　武地一教授
平成31年2月7日　在宅ケアネット渋川　講演会　『在宅緩和ケア』～ケアタウン小平チームの取組～
　　　　　　  講師：在宅療養支援診療所　ケアタウン小平クリニック　山崎章郎先生
  2月28日　 地域ケア会議　事例検討会　12職種　6グループ
  3月18日　 多職種連携研修　薬剤師会・訪問看護協会・介護支援専門員協会　
　　　　　　  『お薬　在宅あるある』～服薬管理と残薬について～
　　　　　　 群馬県薬剤師会副会長　原文子先生

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
4月23日(火)　総会　定例会　

 総会講演：『圏域内「社会資源」の再確認』

〈30年度活動報告〉
  6月23日　 支部総会　第1回研修会「ケアプランの書き方・考え方」～「する」と「したい」はどう違うの？～

 講師：前橋市地域包括支援センター西部　山田圭子氏　            　　　　　　　富岡市勤労者会館
     8月8日　 第2回研修会「情報交換会（懇親会）」　かわらや
  9月16日　 第3回研修会　認知症フェスタ2018（西毛病院　認知症疾患センター共催）

 「地域で支えて認知症を認知笑へ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡市生涯学習センター
  11月9日　 第4回研修会　公立富岡総合病院市民講座（公立富岡総合病院共催）　「命の値段」

 講師：日本赤十字医療センター化学療法科部長　國頭英夫氏　　　　　　  ＪＡ甘楽富岡ヴァンヴェール
平成31年2月28日　第5回研修会

 「福祉と介護の仕事　魅力とやりがいの再発見」～つながる想い、つなげる想い～
 1部：パネルディスカッション　2部：映画　「ケアニン～あなたで良かった～」　 富岡市生涯学習センター

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
6月1日（土）13：00～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡市生涯学習センター
　　　　　　 　総会講演：「群馬ＤＷＡＴについて（仮）」　
　　　　　　　講師：社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会　施設福祉課

〈30年度活動報告〉
  5月30日　  研修会　「介護保険改正後の変更点やポイント」～振り返ってみよう～
　　　　　　　講師：安中市介護高齢課　介護保険係　係長　中島進一氏　主任　中島利康氏
  6月20日　  研修会　「我が事・丸ごと　地域共生社会の実現に向けた取り組み」
　　　　　　  講師：全国社会福祉協議会・中央福祉学院　後藤真一郎氏
10月13日　  研修会　「担当者会議のポイントと実践力の向上」
　　　　　　  講師：西毛病院事務次長　大石尚氏
10月19日　  研修会　「よりよいチームづくりに向けて他職を理解し連携を深めよう！」
　　　　　　  退院支援を考える会との共同開催
11月22日　  研修会　「利用者と家族の生活を支えるための医師とケアマネジャーとの連携」

 安中医師会・碓氷安中ケアマネの会交流会
12月15日　  研修会　「地域包括ケアシステム構築に向けた地域つくり」
　　　　　　  講師：高崎市第1層生活支援コーディネーター　目崎智恵子氏

富岡甘楽支部（富岡・甘楽支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　   支部長：萩原敦子

高崎安中支部（高崎・安中支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長：中西有美子
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平成31年3月7日　研修会　「生活支援体制整備事業の進捗状況とこれからのケアマネジャーとの関わりについて」
　　　　　　   講師：安中市社会福祉協議会　事務局長　三宅勉氏
  3月26日　　研修会　「高崎市訪問歯科診療相談センター・訪問歯科診療を知ろう」
　　　　　　   講師：高崎歯科医師　岡田崇之先生　小谷隆司先生

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
6月29日(土)  午後2：00～総会　午後2：45～研修会　場所　　　　　　　　　　　　　　　　　 安中市役所
　　　　　　　総会講演：「利用者さん宅へ足を運びたくなるケアマネジメントレシピ」　
　　　　　　　講師：群馬大学　内田陽子氏

多野藤岡支部（多野藤岡支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  支部長：関口将史

前橋支部（手をつなごうケアマネの会）　　　　　　　　　　　　　　　支部長：野中和英

伊勢崎支部（伊勢崎佐波ケアマネジャーの会）　　　　　　　　　　　　  支部長：岡田稔

〈30年度活動報告〉
  5月24日　　第1回研修会「平成30年度報酬改定に伴う意見交換会」
10月18日　　第2回研修会「群馬県認知症疾患医療センター篠塚病院合同事例検討会」
　　　　　　　事例提供者　音和の園介護支援サービスセンター　　　 介護支援専門員　川田竜也氏
平成31年2月19日　第3回研修会「藤岡多野地域在宅医療・介護人材育成研修会」

講師：すぎやまメディカルクリニック院長　杉山博之氏
  2月28日　　第4回研修会「藤岡多野医師会・歯科医師会合同研修会・交流会」

在宅歯科医療連携室事業～口から「食べる」を支えるために～
　　　　  講師：むらかわ歯科　院長　村川正紀氏

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
5月中を予定　ＰＭ18：30～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤岡市役所中庁舎3階大会議室
　　　　　　　総会講演：新年度総会と併せて第1回研修会を予定しております（内容等は未定）。

〈30年度活動報告〉
  7月19日　  支部総会・情報交換会　「しゃべり場in前橋～平成30年度の制度改正等について～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前橋市総合福祉会館
     9月　　　  市内の全ての居宅介護支援事業所に対して、アンケート調査の実施
  12月6日　  群馬県医療ソーシャルワーカー中毛ブロックとの合同研修会　　　　　　       前橋市総合福祉会館
　　　　　　　「群馬障害者職業センターの就労支援サービスについて」
　　　　　　　講師：群馬障害者職業センター　主任障害者職業カウンセラー　中村祐子氏
平成31年2月4日　群馬県医療ソーシャルワーカー中毛ブロックとの合同研修会　　　　　    前橋市総合福祉会館

グループワーク「お互いの仕事内容を知ろう」
　　　　　　　「連携方法について～連携時の困りごと・スムーズな連携が図れる方法について～」

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
6月に開催予定　総会講演：講演は未定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 前橋市総合福祉会館

〈30年度活動報告〉
  9月12日　  第1回在宅支援塾　「達人ケアマネ　訪問看護入門講座」
　　　　　　   講師：ペンタス訪問看護ステーション　宮田伸太郎氏
11月20日　  第2回在宅支援塾　「ディケアの基礎から応用まで」
　　　　　　　～その人らしく地域で暮らすためにディケアができること～
　　　　　　　講師：介護老人保健施設たまむら　須籐一樹氏
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太田支部（ケアマネかなやまの会）　　　　　　　　　　　　　　　　　 支部長：浅沼郁子

桐生支部（ケアマネわたらせの会）　　　　　　　　　　　　　　　　　 支部長：小沼説雄

平成31年1月29日　第3回在宅支援塾　（医師会在宅医療塾と合同）　　
　　　　　　  他職種協学事例検討会　「在宅で乗り切ろう！！　ＢＰＳＤで悩む事例」
  3月6日      18：30～20：00　研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢崎市民プラザ
　　　　　　 「平成30年度の介護報酬改定（居宅介護　支援）について」　医療連携に関する加算（退院・退所加算を中心に）
　　　　　　  講師：あたご研究所代表　後藤佳苗　先生

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
4月24日（水）18:30～20:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊勢崎市社会福祉会館4階第1会議室
　　　　　　  総会講演：「最近の介護事情」　
　　　　　　  講師：東京福祉大学　教授　岡田稔氏

〈30年度活動報告〉
4月27日　    研修会「認知症初期集中支援チームについて」　　　　　　　　　　 館林市高等看護学校視聴覚室
　　　　　　　講師：館林市役所保健福祉部高齢者支援課保健師　内田美幸氏

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
未定

邑楽館林支部（邑楽館林支部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長：船田浩史

〈30年度活動報告〉
6月20日　    定期総会・基調講演　「介護保険制度の改正について」
 　　　　 講師：群馬県介護高齢課居宅サービス係　係長　黒岩洋介氏
6月21日　    ケアマネカフェ（偶数月第3木曜日 19時～ 5回開催）
　　　　　　 8月16日・10月18日・12月20日・平成31年2月21日
7月17日　   第一回研修会　「制度改正に伴う実地指導のあり方について」
　　　　　　  講師：太田市3課　介護サービス課　長寿あんしん課　監査室
9月19日　　 第二回研修会　「認知症初期集中支援チームの活動と現状」
　　　　　　  講師：認知症疾患医療センター東毛敬愛病院院長　頴原禎人先生
平成31年2月5日　三団体合同研修会
　　　　　　 （介護支援専門員協会太田支部・太田市薬剤師会・訪問看護ステーション連絡協議会南支部）
　　　　　　 Ⅰ部　講義「お互いの業務を理解する」　Ⅱ部　グループワーク「お互いに協力し合える事」
　　　　　　  講師：三団体代表者

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
未定

〈30年度活動報告〉
5月24日　　 研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　桐生市社会福祉総合センター101、102、103号室
　　　　　　 Ⅰ「桐生市・みどり両市における総合事業の現状と今後の展望」
　　　　　　 Ⅱ「みどり市における居宅介護支援指導監査体制変更点等」
　　　　　　 講師：桐生市、みどり市職員

〈新年度総会について（総会での講演案内含む）〉
5月21日(火)15：00～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大間々厚生会館
　　　　　　 総会講演：演題：未定（グループワークを中心として検討中）　
　　　　　　  講師：菅野圭一先生
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ケアマネジメント群馬フォーラムⅩⅥ
 in 西毛

私が診療する患者さんは殆どが高齢者です。自分が年齢を重

ねるにつれ患者さんの年齢も高齢化しています。極めて当たり前

のことです。人生の持ち時間だけは全ての人に平等です。何十年

と付き合っている患者さんがいくつになったんだっけ？たわいも

ない会話からその患者さんと歩んだ長い歴史を思い出します。最

近診療してつくづく思います。患者さんは長い人生を共に歩んで

きた“同志”という事です。20年以上前、患者さんの病気を発

見することが医師としての仕事と考えていました。今の私は検査

の結果が何でもないことが一番の喜びです。「血液検査したけど

なんでもなかったよ。」無事を知らせることが何よりの喜びです。

患者さんとの歴史にはいろいろな思い出があります。Aさんのお姑さんは私が看取りました。当時

としては珍しく100歳でした。そのためAさんは80歳近くまでお嫁さんでした。現在97歳のAさん

に私は外来へ来るたびこう言います。「お姑さんの年までもう少しだね。」Aさんも必ずこう答えます。

「いや私は無理だよ。でもいいお姑さんだったんだよ。だから嫁御もできたんさ。」

Bさんのご主人も看取りました。Bさんはその後一人暮らしです。しかし親孝行の息子さんが勤務

の途中毎日寄ってくれます。病院へもその息子さんが連れてきてくれます。最近少し認知症が進み薬

の管理が怪しくなりました。Bさんには必ずこう言います。「親孝行の息子さんがいてよかったね。」

Bさんは、「そんなことねーよ。でもあの子は優しいからね。」と満足そうに話します。

ケアマネの仕事って何でしょう？その人に合ったケアをどうすればわかるのでしょう。人には長い

歴史があり、時には沈み悲しみ、しかし時間の流れと共に悲しみは徐々に薄れ、再び元気を取り戻し

て生きていくのが人生です。ケアマネジャーの皆さん、あなたの利用者さんには一人一人全く違った

歴史を持っています。触れてほしくないこともあるでしょう。でも素晴らしい思い出もあるはずです。

そんな思い出を探り当てケアプランを作成することもケアマネジャーの醍醐味ではないでしょうか。

利用者さんの人生の機微がよくわかりますよ。

さて今年度のケアマネジメント群馬フォーラムの大会長を仰せつかりました。11月23日に、私の

地元の安中市磯部温泉で開催いたします。大会テーマは「令和に飛躍する夢のケアマネジメント」～

笑顔で過ごせる社会をめざして～　と決まりました。多くの方のご参加をお待ちしております。

ケアマネジメント群馬フォーラムⅩⅥ　in　西毛 　大会長　須藤　英仁

開催日　令和元年 11 月 23 日（土）
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理事会・委員会報告

会長　大澤　誠
　2018年度、第11回、12回の理事会において、各委員会の2019年度事業に関して検討されました。財
政が厳しい状況であり、支出削減を図るために、会報“ケアマネ群馬”の発行回数について年間6回を4回に
減らしていく方向が確認されています。日本協会 代議員選挙にあたり、須田理事を押すことが決まりました。
　第12回理事会に先立ち、「介護支援専門員を対象とした医療介護連携推進研修（仮称）」について群馬
県健康福祉部 地域包括ケア推進室 高橋氏、川田氏より、2019年度「がん患者に対する支援の在り方」
研修開催にあたっての協力依頼がありました。具体的な今後の進め方として、学術研修委員会担当の菅野
理事を中心に協議していく方向となっています。

学術研修委員長　菅野　圭一
　2月26日に学術研修委員会を開催し、来年度の計画を練りました。その結果、次の三つの柱で行
うことが決まりました。
1. 主任介護支援専門員に対する法定外研修：来年度は「会議や勉強会でのファシリテート方法」に

関するロールプレイとグループワーク
2. 専門研修フォローアップ研修：来年度は初心者対象に「基本的なスキル（面接の仕方、会議のや

り方など）」に関するミニレクチャーと演習
3. 施設ケアマネ対象の研修会：来年度は介護老人保健施設と小規模多機能対象に「当協会に対して

期待すること」に関するグループワーク
です。1と2に関しては、来年度のうちに中毛（前橋）、北毛（沼田や吾妻）、東毛（館林）、西毛（藤
岡や富岡）の4箇所で1回ずつできればと計画しています。皆様、楽しみにお待ちください。

広報情報委員長　松本　勝美
　ケアマネ群馬114号を発行しました。115号は「平成」が「令和」に変わる5月1日に発行予定です。
新しい元号のもと、より良い情報の提供と協会の活動報告などの基本的内容は入れながら、ケアマネ
群馬の内容や発行回数などリニューアルしていきたいと考えています。またホームページの活用につ
いても更なる充実を図ってまいります。
　各種研修会などへ参加した会員の皆様に広報情報委員から執筆依頼をさせて頂くことが多々ございま
すので、お忙しいとは思いますが是非とも引き受けてケアマネ群馬への掲載にご協力をお願い致します。

総務財政委員長　松沢　斉
　そろそろ6月8日（土）に行われる総会の準備が慌ただしくなってきました。30年度決算では実に厳
しい数字と向き合わなければならなそうです。事態の打開は会員の増加にかかっています。会員の皆さ
んはぜひお近くの未入会の方に入会を勧めてください。ご自身は引き続き会員であり続けてください。
どうかどうかよろしくお願いいたします。総務財政委員会としては、分かり易い会員であることのメリッ
トを打ち出していく予定です。研修会での会員・非会員の参加費の差額を大きめに設定するとか、会員
限定の親睦・交流を目的とした企画の推進とか。本年度もご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

理 事 会

学 術 研 修 委 員 会

広 報 情 報 委 員 会

総 務 財 政 委 員 会
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　各支部活動は今回掲載されたよりももっと多いと聞いています。動いていますね。こ
の協会のことをもっと多くの介護支援専門員に知ってもらいたい、一緒に活動してほし
いなと感じた時間でした。 （M）

編
後
集
記

　口は食べるだけでなく、ことばを話す、呼吸をする、表情を作るなど、私たちが生きるために重要な役割を担っ
ています。そんな大切な口を守るためには、しっかりとケアをしていく必要があります。
　毎日の歯磨きは口腔ケアの基本ですが、簡単な歯ブラシだけでは清潔を保つことができません。私の妻は歯
科衛生士として、高齢者施設や自宅を訪問し、ご利用者へのケア、施設の職員に対しての指導を行っています。
私も妻に指導してもらっていますが、セルフケアだけでは汚れを取りきれず、専門的なケアの必要性を実感し
ています。特に高齢者は唾液の分泌量が減り口の中が乾燥したり、口の中や義歯を自分で清掃することが難し
く、口の中に細菌が増えてむし歯や肺炎になる可能性が高くなります。定期的な歯科健診を受けましょう。
　適切なケアを行い口の衛生状態を保っていくことで、肺炎等感染症の予防につながります。また、かむ力を
維持していると、脳が活性化されたり、体力が高まったりします。そしてよくかむことが認知症の予防にもつ
ながるともいわれています。健康状態の維持・向上につなげていくため、健“口”を考えてみませんか。
 （基礎資格：介護福祉主事　O）

お口は健康ですか？

　令和元年度一般社団法人群馬県介護支援専門員協会総会を下記のとおり開催いたします。また、総会に引
き続き記念講演会を予定しておりますので、会員の皆様は是非ご出席ください。
　総会に欠席の場合は、必ず委任状の提出をお願いいたします。（印も忘れずに！）

　１．日　　時　　令和元年６月８日（土）
　　　　　　　　　開　　会　13：30 ～
　
　２．会　　場　　群馬県社会福祉総合センター　８階ホール
　　　　　　　　　前橋市新前橋町１３－１２
　　
　３．日　　程　　総　　会：13：30 ～ 14：50

　　　　　　　　　講 演 会： 15：00 ～ 16：30

　　　　　　　　　演　　題 ：「法令遵守！　自立支援型ケアプラン作成」
　　　　　　　　　　　　　　　　～利用者の自立支援のために～

　　　　　　　　　講　　師 ：あたご研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　　後藤　佳苗氏

※役員選挙の立候補届出書の受付については、令和元年5月20日（月）17時までとさせて頂きます。
詳しくは、ホームページをご覧下さい。

令和元年度総会と記念講演のご案内
事務局からのお知らせ

コラム
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