
月 事　業　内　容 開催日 開催場所

4月 広報委員会 １４日（月） 事務局

平成２６年度会計監査 １５日（水） 事務局

平成２７年度予算委員会 ２１日（月） 事務局

平成２６年度初任者研修第１回企画委員会 ２３日（水） 小瀬武道館

第１回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 ２４日（木） 優和福祉専門学校

5月 第１回甲府ブロック役員会 ９日（金） 甲府市中央公民館

平成２６年度定期総会 １０日（土） 笛吹市学びの杜みさか

第１回理事会 １０日（土） 笛吹市学びの杜みさか

第１回中北ブロック会議 ２０日（火） 若草生涯学習センター

第１回峡南ブロック役員会 ２２日（木） みのぶ荘

日本介護福祉士会介護の質を守るための集会２４日（土） 東京都千代田区砂防会館

第１回生涯研修委員会 ２８日(火) 事務局

日本介護福祉士会ニュース発行 ２０日（火）

広報ぬくもり発行 20日（火）

6月 第1回峡東ブロック会議 ３０日(金) 寿ノ家大木記念ホール

第２回理事会 ７日（土） 小瀬武道館

第１回初任者研修１日目 ８日（日） 県立実習普及センター

事業部会 １１日(水） 事務局

第１回実技講習会（１日目） １４日（土） 帝京福祉専門学校

第１回実技講習会（２日目） １５日（日） 帝京福祉専門学校

第１回中北ブロック研修会（認知症サポター養成講１８日（水） 若草生涯学習センター

第１回実習指導者養成研修会(１日目） ２２日（日） 白根桃源文化会館

第２回峡南ブロック役員会 ２３日（月） みのぶ荘

第２回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 ２４日（火） 優和福祉専門学校

第１回実習指導者養成研修会(２日目） ２６日（木） 白根桃源文化会館

第１回広報委員会 ２７日（金） 事務局

日本介護福祉士会ニュース発行 ２０日（金）

７月 第３回理事会 ４日(金) 小瀬武道館

第１回実技講習会（３日目） ５日(土) 帝京福祉専門学校

第１回実技講習会（４日目） ６日（日） 帝京福祉専門学校

第１回実習指導者養成研修会(３日目） 7日（月） 白根桃源文化会館

第１回東部富士北麓ブロック会議 ８日（火） 富士吉田市

第１回初任者研修２日目 １２日（日） 県立実習普及センター
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７月 第１回実習指導者養成研修会(４日目） １３日（日） 白根桃源文化会館

第２回中北ブロック会議 １８日（金） 若草生涯学習センター

第２回実習指導者養成研修会(１日目） ２０日（日） 山梨市民会館

生涯学習委員会 ２３日（水） 事務局

第２回実習指導者養成研修会(２日目） ２５日（金） 山梨市民会館

第１回日本介護福祉士会長会 ２６日（土）

日本介護福祉士会定期総会 ２７日（日）

第２回初任者研修企画委員会 ３０日(水) 小瀬武道館

8月 第４回理事会 ２日（土） 笛吹市学びの杜みさか

第１回研修委員会 ２日（土） 笛吹市学びの杜みさか

第２回実習指導者養成研修会(３日目） ３日（日） 山梨市民会館

第２回東部富士北麓ブロック会議 ４日（月） 富士吉田市

第２回実技講習会（１日目） ７日（木） 帝京福祉専門学校

第２回実技講習会（２日目） ８日（金） 帝京福祉専門学校

第２回広報委員会 ８日（金） 県立青少年センター

第２回実習指導者養成研修会(４日目） １０日（日） 山梨市民会館

生涯学習委員会 １８日（月） 事務局

甲府ブロック会議 ２１日（木） 甲府市西公民館

第２回中北ブロック研修会（タッピングタッチ） ２３日（土） 県立実習普及センター

第３回実習指導者養成研修会(１日目） ２４日（日） 山梨市民会館

第３回広報委員会 ２６日（火） 事務局

第３回実習指導者養成研修会(２日目） ２８日（木） 山梨市民会館

第３回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 優和福祉専門学校

日本介護福祉士会ニュース発行 20日(月）

９月 第３回実習指導者養成研修会(３日目） ４日（木） 山梨市民会館

地位向上委員会 ４日（木） 小瀬武道館

第５回理事会 ５日(金) 甲府市総合市民会館

第２回実技講習会（３日目） ６日（土） 帝京福祉専門学校

第２回実技講習会（４日目） ７日（日） 帝京福祉専門学校

第３回東部富士北麓ブロック会議 ７日（日） 富士吉田市

第３回実習指導者養成研修会(４日目） １４日（日） 山梨市民会館

事業部会 １７日(水） 事務局

第１回東部富士北麓ブロック研修会(お気軽
フィットネス教室）

１９日（金） 鐘山苑総合スポーツセンター

第４回広報委員会 １９日（金） 事務局

第３回中北ブロック会議 １９日（金） 若草生涯学習センター
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９月 生涯学習委員会 ２４日（水） 事務局

いきいきやまなしねんりんピック２０１４ ２７日（土） 小瀬スポーツ公園

甲府ブロック研修会（記録の書き方） ２７日（土） 甲府市西公民館

10月 関東ブロック研修会in新潟 ３日・４日 新潟県

第３回実技講習会（１日目） ４日（土） 帝京福祉専門学校

第３回実技講習会（２日目） ５日（日） 帝京福祉専門学校

訪問介護適正実施研修（１日目） ８日（水） 山梨県社会福祉協議会

事業部会 ８日（水） 事務局

第６回理事会 １１日（土） 小瀬武道館

訪問介護適正実施研修（２日目） １５日（水） 県立中小企業人材センター研修室

生涯学習委員会 １５日（水） 事務局

第２回山梨県地域包括ケア推進会議 １６日（木） 古名屋ホテル

訪問介護適正実施研修（３日目） ２２日（水） 県立中小企業人材センター研修室

第３回中北ブロック研修会（認知症研修会） ２３日（木） 若草生涯学習センター

第１回県内研修会（ゆる体操） ２５日(土） 白根桃源文化会館

第４回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 ２７日（月） 優和福祉専門学校

日本介護福祉士会ニュース発行 20日(月）

11月 第３回実技講習会（３日目） 1日(土） 帝京福祉専門学校

第３回実技講習会（４日目） ２日（日） 帝京福祉専門学校

第２回実習指導者養成研修企画委員会 ５日（水） 甲府市総合市民会館

甲府市内人権関係団体担当者懇話会 ５日（水） 甲府市役所

地位向上委員会 ７日（金） 小瀬武道館

第７回理事会 ８日（土） 小瀬武道館

介護の日街頭キャンペーン 11日(火) 甲府駅他

第５回広報委員会 １４日（金） 事務局

第２９回　県民の日　記念行事 １５日(土） 小瀬スポーツ公園

第２回初任者研修（１日目） １５日(土） 県立中小企業人材センター研修室

介護の日「福祉・介護のしごとシンポジウム」 １６日（日） YBSホール

第４回中北ブロック会議 １８日（火） 若草生涯学習センター

第２回初任者研修（２日目） ２６日(水） 県立中小企業人材センター研修室

生涯学習委員会 ２６日（水） 事務局

事業部会 28日(金) 事務局

介護福祉士国家模擬試験 ３０日（日） 山梨市民会館

12月 第４回東部富士北麓ブロック会議 １日（月） 富士吉田市

第８回理事会 ６日（土） 甲州ケアホーム

第１回峡東ブロック研修会（救命救急法） ６日（土） 寿ノ家大木記念ホール
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第２回研修委員会 ６日（土） 甲州ケアホーム

第２回初任者研修（３日目） ７日（日） 県立中小企業人材センター研修室

第１回峡南ブロック研修会（福祉用具を上手
に活用し腰痛予防）

１１日（木） 介護センター花岡甲府店

介護福祉士リーダー研修会 14～16日 日本介護福祉士会

第５回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 １５日（月） 優和福祉専門学校

第６回広報委員会 １６日（火） 小瀬スポーツ公園

生涯学習委員会 １７日（水） 事務局

第４回中北ブロック研修会（フットケア） ２０日（土） 韮崎市民交流センターニコリ

関東ブロックリーダー研修会 ２１日(日) 千葉県介護福祉士会

主任指導者研修会 22～23日 日本介護福祉士会

第３回山梨県地域包括ケア推進会議 ２４日（水） 県庁防災新館

日本介護福祉士会ニュース発行 １９日(金）

広報ぬくもり発行 １９日(金）

１月 第７回広報委員会 ９日（金） 小瀬スポーツ公園

山梨県介護福祉士指導者研修会 10～11日 笛吹市学びの杜みさか

第９回理事会 １７日(土) 山梨市民会館

第３回研修委員会 １７日(土) 小瀬スポーツ公園

生涯学習委員会 ２０日（火） 事務局

事業部会 ２１日（水） 事務局

甲府ブロック会議 ２９日（木） 甲府西公民館

日本介護福祉士会長会 ３０日（金）

中北ブロック役員親睦会 ３０日（金） 南アルプス市

実習指導者フォローアップ研修会（１日目） ３１日(土) 山梨市民会館

2月 第１０回理事会 １４日（土） 小瀬武道館

第２回県内研修会（学ぼう障害者支援） １４日（土） 若草生涯学習センター

実習指導者フォローアップ研修会（２日目） １７日（火） 山梨市民会館

事業部会 １８日（水） 事務局

第６回山梨県介護福祉士養成施設協議会会議 20日(金） 優和福祉専門学校

第５回中北ブロック会議 ２０日（金） 若草生涯学習センター

第２回峡南ブロック研修会（福祉用具を上手
に活用し腰痛予防）

２１日（土） 身延町身延地区公民館身延分館

第３回峡南ブロック役員会 ２１日（土） 身延町身延地区公民館身延分館

第２回峡東ブロック役員会 ２７日（金） 寿ノ家大木記念ホール

第８回広報委員会 ２７日（金） 小瀬スポーツ公園

広報ぬくもり発行 20日(金）
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日本介護福祉士会ニュース発行 20日(金）

3月 生涯学習委員会 ３日（火） 事務局

第１１回理事会 7日（土） 甲府市総合市民会館

基本介護技術フォローアップ研修会 ８日（日） 笛吹市社会福祉協議会八代福祉センター

甲府市内人権関係団体担当者懇話会 11日（水） 甲府市役所

甲府ブロック研修会（心のかよう排泄ケアの基本） １２日（木） リバース和戸

東部富士北麓ブロック研修会（認知症予防体操） １３日（金） デイサービスいきがい

事業部会 ２５日（水） 事務局
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