愛知介護・美容研究会 第 14 回 定例総会

議事録
令和２年６月 19 日 17：00

株式会社グローリアツゥェンティーワン 3 階ホール
出席者 江端朗夫理事長
常務理事 森内孝幸

医療法人 孝慈会

江端ひとみ 株式会社グローリアツゥェンティーワン
浅井あゆみ 一般社団法人日本シニア検定協会理事
美島めぐみ 日本ケアセラピスト協会理事
正会員

セントケア中部株式会社 1 名、社会福祉法人愛燦会 1 名、
医療法人フジタ 2 名、株式会社シダー １名(web にて参加)

賛助会員 有限会社アイアイサービス 1 名、株式会社サカイ 1 名
１．理事長 挨拶・・・江端朗夫
２．理事長会の成立報告
事務局が常務理事全員、正会員 8 社中 5 社出席、委任状 2 社を確認し開会する。
議長選出
事務局案に全員一致で江端ひとみ常務理事が議長に選出される。
３．昨年度 総会での議決事項
「正会員は会の運営に協力し、会が企画する各種講習会にスタッフを参加させること
また 総会に出席し 様々な話し合いに参加していただく」ことを議決しました。
４．活動報告
＜愛知介護美容研究会＞
■令和元年度 令和２年度
愛知県雇用セーフティネット対策訓練
「介護実践・介護美容科」
受講生数の推移 …武岡

名古屋中ハローワークにてセミナー＆訓練校案内
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このうち会員企業様への就職者数（順不同）
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３月までの確定数

アイアイサービス
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昌明福祉会
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ビオトープさくら

平成 30.31 年は生徒数減少
これにより外国人雇用の必要性を実感
本年度

合同就職説明会の様子

■合同就職説明会開催・・・・高山
令和１年７月２３日

令和１年８月２８日

令和１年９月２０日

令和１年１０月２５日

令和１年１１月２２日

令和１年１２月１０日

令和２年１月２４日

令和２年２月１９日

令和２年３月１６日

令和２年５月１９日（オンライン）

コロナウイルスの影響を鑑みて実施

■（一社）シニア検定協会主催 ACP セミナー 会員様参加多数で開催・・・浅井

浅井篤医師によるセミナー、盛大に開催されました「がん予防とＡＣＰ」
ACP とは、人生の最終段階における医療の決定を本人の意思を尊重して行うプロセス

会員各社の皆様の参加 感謝いたします。
■会員向け講習会・・・浅井
参加企業の喜びの声をお聞きしました
■地域家族 わの家の活動 パンフレット製作・・・高山
会員を掲載（写真）これまでの掲載企業様
下鶴紀之先生による講習会

平成 31 年１・２・３・４月
令和元年５・６・７・８月

■実務者研修・対策講座・・・・浅井
本校の特徴
１.愛知介護研究会 会員様に対する割引
無資格者様：100,000 円（税込み）
初認者研修・２級修了者:90,000 円（税込み）

令和２年９・１０・１１・１２月

地域に約 1000 枚回覧板で配ります。

是非お写真をください。

介護福祉士合格！！

２.在校生様対象 無料講座多数！
３．駐車場あり！託児所有（有料）
４．事務が講師を兼務するので安心！
介護福祉士国家試験 合格を目指して！本年度介護福祉士合格率 86% ！
無料講習会を多数実施

実務者研修前講習や、実務者研修、受験対策講座をご活用ください！

別紙資料あり

令和２年１０月１１日（日）＼模擬試験開催予定★／
■介護人材不足を解消するために・・・江端
「技能実習生」
「特定技能」を研究し、会員企業の人材不足を解消しよう。
2020 年 5 月 19 日

理事長

ミャンマーより技能実習生入国前研修

江端朗夫

ミャンマー

「特定技能」に関する説明

「ナレッジ・ビラ」よりＺＯＯＭ中継

送り出し機関
高瀬氏

高川理事長

東海介護事業協同組合

高川理事長による

日本語の勉強をする外国人介護スタッフ

技能実習生受け入れに関する説明

■ネパール人通訳者 ラジュ挨拶

※毎週火曜日 14：00～２時間程度
日本語研修会を実施（会員企業は割引あり）

■会員企業様のピーアール動画を募集しています！
SN 生徒さんが授業内で PR 動画を視聴しています。
・・・高山

是非、動画をご提供ください。

社会福祉法人

■スタッフ様向け研修会の委託を受け賜ります！・・・浅井

■シニアアシスタントについて・・・パンフレット別添参照・・・水谷

華陽会様のアピール動画を視聴中

当社（グローリア 21）で介護職員兼ドライバーを（月）
（火）
行っている水谷氏が様々なお仕事に対応いたします。
彼らは 一社シニア検定（一般課程）に合格しております！！

■ケアセラピスト活動

有償で各施設様に 訪問させて いただいております。・・・美島

・有料老人ホーム ラナシカ様にて
レクリエーションとして定期的に訪問、入居者さまへ順番にケアを実施（コロナウイルス後は自粛）

ケア事例
・２５歳男性 交通事故後脊髄損傷にてティルト式車いすにて介助にて移動に
巻き爪でたびたび主治医に相談するも、予防的なケアを受けたいとケアセラピストのいる
お店を訪ねられる(医師の助言書有り)

巻き爪ケア
痛みの緩和

■わの家メンバーによる施設訪問

2019 年 5 月 11 日

5 月 24 日

9 月 14 日

５．収支報告・・・武岡

10 月 15 日

12 月 15 日

コロナウイルスの影響で活動量減少

６．今後の議題・・・浅井
「外国人及び日本人の学びの場とコミュニティの場の提供に対する、費用のお支払いのお願い。
」
外国人労働者の雇用主・指導者の声…
・技能実習生のホームシックを軽減したい
・外国人労働者の日本語強化を図ってほしい
(３件問合せあり)
・ゆくゆくは「特定技能 合格」をめざしてほしい
・勤務時間内で十分な指導がしてあげられない。など

・日本の接遇やマナーを勉強してほしい

など

・日本人向け対策講座も充実開催を目指したい など
これについて参加者全員の賛成をいただき、月一万円を経費にて活動の支援を行うことになりました。
■参加理事の意見
ラ・ファミリア様
7 月からケアセラピスト訪問を再開します。
中国人スタッフが２名います（うち１名は看護師）ので、今回の外国人の学びの場を利用できるかもし
れないです。
愛燦会様
合同就職説明会に幾度と参加をしていますが、最近は就職に繋がっていません。
後押しをもっとして就職につながるようにして欲しいです。
セントケア中部様
多くの卒業生様が就職してくれています。今後ともよろしくお願いいたします。
アイアイサービス
近年就職しても長い目でみると休職等で現場に定着していないように感じる。
介護職は大変というイメージがあるので払しょくしたい。
ラ・ナシカ（Web にて参加）
実務者研修が浸透してきていています。
ケアセラピストはコロナの為自粛していますが、コロナが開けたら更に有効活用できるように相談して
いきたいと思っています。
フジタ
以前『いまさら聞けない〇〇』の研修会に参加をしたが、とても有意義だったためそのような研修会を
またして欲しい。

７．愛知介護会員増強・・・江端朗夫
愛知介護の会員様を増やすべく、皆さまご紹介をお願い致します。(紹介用申込用紙)
会員の増強にも賛成をいただきました。
次回の合同就職説明会は７月８日の予定です。

