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これからの社会を担う若い方へ

まずは福祉職を知ることが第一歩
福祉のお仕事出前講座

〜福祉の現場はこんなところ〜

福祉人材・研修センターの新たな取り組みとして、これからの社会を担う若い
世代を対象に、福祉・介護のお仕事に興味・関心をもってもらうため、「福祉の
お仕事出前講座」を開催することになりました。26年度は、県内の中学校３校に
協力をいただき、昨年11〜12月にかけて実施しました。
講座当日は、現役で福祉の仕事をされている
施設職員の方が講師となり、福祉の仕事を選ん
だ理由ややりがい、魅力について、中学生に向
けてわかりやすくお話しいただきました。
また、講座の中に介護の実技も取り入れるこ
とで、介護する時に配慮する点等を中学生が自
ら体感するような場面もあり、皆さん熱心に参
加していました。
また、この講座では、福祉の仕事への興味・
関心を高めてもらうため、事前学習としてマンガ
『ライフワーク』(右記）を生徒の皆さんに読
んでいただき、当日は感想なども聞くことがで
きました。

講師の説明を聞き、実技に取り組む生徒さん

出前講座の流れ
＊事前学習「ライフワーク」
＊当日学習
オリエンテーション
事前学習感想
講話と実技
ふりかえり

「福祉職」を
身近に感じる
マンガ
『ライフワーク』
完成
出前講座と併
せて、若い世
代に向けて福
祉の仕事に
ついて紹介
する冊子「ラ
イフワーク」
が完成。
若い方でも読みやすいマン
ガです。主人公の中学生や高
校生が、自分の身近なところか
ら福祉の仕事に関心をもって
いくという内容です。

福祉の仕事に対する需要、期待は、今後もますます高まっていきます。
出前講座の開催を通して、ひとりでも多くの若い世代の方に興味・関心をもっていただき、将来、職業を決め
る際、選択肢の一つになればと思います。
出前講座当日の感想より
＊最初は「福祉なんて何が重要なのかな？」とおもっていましたが、講座
を受講し、話を聞いているうちに、
「こういう仕事もいいな！」と考えるよう
になりました。
＊私自身、福祉の仕事に就くつもりはありませんでしたが、講座を聞いて福
祉は身近にあり、なくてはならないものだという福祉の必要性・重要性を
学びました。将来のことはまだわかりませんが、展望を広められたと思います。
＊高齢の方に学ぶことはたくさんあるのだなと思いました。
「介護」は自分はやらないだろうと考え
ていましたが、私の将来の考えも変わりました。
「福祉のお仕事」も頭に入
れながら、今後の進路も考えていきたいと思います。
＊介護士の仕事は身の回りのお世話をするだけではなく、利用者さんを笑顔
にしたり、悩みをきいたり、とてもやりがいのありそうな仕事だと思いました。

出前講座後のアンケート
福祉をなんとなく
身近に感じた
23％

福祉を身近に
感じない １％
福祉職に興味は
ない ９％

福祉職に興味を
もった 20％

福祉を身近に感じた
76％

福祉職に少し興味をもった 71％
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出会える笑顔

みつかるやりがい

「福祉の現場ってどんな感じだろう？」「どんな仕事だろう？」という皆様の疑問にお答えする
ため、現場の職員の方にお話をしていただく「福祉職スタート土曜講座」を開催しています。
10月は、東京からＵターン、新たな分野で介護職として活躍されている藍原麻衣子さんにお話を
うかがいました。その内容を要約して掲載します。

新 た な分野で
介護職として

社会福祉法人

ふれあいコープ

介護職

藍原

麻衣子さん

どのようなきっかけで福祉職に転職されたのでしょうか？
東京で通訳コーディネーターや営業などの仕事をしておりましたが、東日本大震災後、「直接的に人の役に立
てる」ことを仕事にしたいという想いが募り、「福祉の仕事就職フォーラム」というイベントに参加しました。
その時、栃木県社会福祉協議会という名前を見つけ、思えばこれが運命の出会いでした。その時、相談員の方に「自分
がこの先どうありたいのか、筋道をもつこと」と助言をいただき、その後ヘルパー２級（現：介護職員初任者研修）を
修了し、福祉の知識を身につけました。
ヘルパー２級受講中に父が急死し、宇都宮の実家に戻ることを決めました。Ｕターン、他分野への転職でしたので、
不安もあったため、縁のあった栃木県社会福祉協議会の人材センターを直接訪ねてみたところ、以前東京で出会った相
談員さんと再会したのです。その後、センターで実施している「福祉職スタート土曜講座」や「福祉職体験学習」に参
加し、そこで自分のやりたいことを見出すことができ、そして、現在の職場を紹介していただきました。

介護職として具体的にどんなお仕事をしていますか？
私の勤務する小規模多機能型居宅介護は、通い、宿泊、訪問の機能をもつ一体型の施設です。内容は大きく分け
て、食事介助、排泄介助、入浴介助、移動介助、その他です。
まずは食事ですが、お食事の始めから終わりまでお手伝いをする方もいれば、見守りのみの方もいらっしゃいますが、そ
の方の状態をみて安全で楽しく、美味しく召し上がっていただける時間となるように心がけています。
２つめは排泄介助です。おむつ交換
やトイレ介助などですが、トイレ介助

施設紹介

も転倒防止のための見守りのみの方

ふれあいコープ
コープの家双葉２丁目

や、便座に座る動作、車いすまでの移
乗動作、着衣の上げ下げや、清潔の保
持まですべての動作の介助が必要な
方など様々な介助を行います。
３つめは入浴介助です。ご利用者様
の状態に応じて洗髪、洗身、衣服の着
脱などの介助を行います。機械浴や大
人数で入浴できる設備のある施設で

▲食事の後に歯磨きをお手伝いします

は、その方に応じた入浴方法で快適に
入浴できるお手伝いをしています。

社会福祉法人 ふれあいコープ
小規模多機能型居宅介護 コープの家双葉２丁目
宇都宮市双葉２‑11‑17 ℡: 028‑684‑2811

４つめは移動介助です。車いすや歩
行器・杖を使用されている方の介助や

利用者数 24人（利用登録）

見守りなど様々です。

「コープの家双葉２丁目」は宇都宮南部の住宅街に

その他の仕事としては、レクリエー
ションの提供、バイタル測定（血圧測
定等）、施設内の清掃、備品の準備、

佇み、普通の賃貸マンションのような明るい外観です。
▲季節感のある壁画を利用者の皆様と作ります

食事の配膳、調理、買い物等様々な仕事があります。現在私はレク
リエーションの担当となり、日々のイベントの企画・実施、壁画の
制作など、利用者様に楽しんでいただけるようなメニューをチーム
で考えながら行っています。
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職員数 17人

中は広々としたフロアで日当たりもよく、ご利用者
の皆様は思い思いに過ごされていました。
ご利用者の皆様が住み慣れた家で安心して暮らし
続けるために、一人ひとりに寄り添いながら「ゆった
り」
「ゆっくり」
「にっこり」を理念に介護を行っている
とのことです。

介護職編

「福祉職スタート土曜講座」でのお話概要
介護職をやっていてどんな時にやりがいを
感じますか？

これから介護職を目指す人への
エールをお願いします。

よく介護職は３Ｋと言われます。「きつい」「きたない」

福祉業界はまだ発展途上であり、可能性が広

「危険」という意味だそうです。しかし、他の職種と比較

がっていくと思います。最近ではギャンブルデ

して、本当にそうでしょうか？私は特に介護職だからこの３Ｋと

イサービスや介護予防フィットネス等多様な切

は思いません。三好春樹先生というリハビリテーションの先生は

り口でサービスを提供する事業所なども出てき

３Ｋを「感動」「健康」「工夫」とおっしゃっています。そして

ており、自分も今後どのようなことができるか

「相手と自分との関係性を結び、あたかも短編小説を紡ぐような

楽しみです。

エピソードからのデータ蓄積が介護の専門性」とのお話をされて

また、国が介護業務の質を高める動きも活発

いますが、私はそれを日々実感しています。介護は人間性が試さ

になっていると感じますので、これから介護職

れる仕事です。対人間であるからこその大変さもありますが、そ

を目指そうと思う方

こに充実感があります。

は、中途半端な気持

介護職のやりがいについて「介

ちではなく、本気で

護には様々な答えがあり、さらに

この業界で頑張って

良い 方 法 を 見 出 す 中に 喜 び が あ

いくという気持ちが

る。」「予想外の日々の中に楽し

必 要かもしれませ

みがある」「人の温かさに触れ、

ん。ぜひ、一緒に介

家族のような関係になれることが

護の現場をもっと質

魅力」「ありがとうと言われる時

の良いものにしてい

にやりがいを感じる」と同僚も話

きましょう！

歩行器での室内移動の安全
を見守ります

していますが、私も同感です。

「福祉職スタート土曜講座」当日の様子から・・・【10/18 13：30〜15：30 とちぎ福祉プラザ 社協会議室にて 】
］
当日の参加者は12名。まず始めに、いつも藍原さんが施設で取り入れているクイ
ズ形式のレクリエーションを行い、皆さんの緊張がほぐれたところでお話がはじま
りました。藍原さんの絶えない笑顔と高齢者の方への熱い思いに、参加した方は深
くうなずいていました。
参加した方は「『よりそう』という姿が印象に残るお話だった」、「介護は大変
だと思ってしまうが、やりがいがあり楽しいお仕事だということが伝わってきた」
という感想でした。また、職員間のコミュニケーションについての質問では「交代
勤務でもありプライベートでの時間で関わりをもつことはなかなか難しいが、その
分お互いに思いやりをもてるよう、相手を尊重する声かけを心がけている」とのお
答えをいただきました。また、感動することは何ですかという質問では「自分の中
の新たな発見、高齢の方への『いとおしい』と思う感情、そうした人間味に感動す
る自分」という感慨深いお話でした。

▲福祉職スタート土曜講座で話される
藍原さんと参加者の皆様

FUKUSHI-JOB SEARCH

ミニ面談会 26年度

福祉のお仕事をお探しの方を対象に、県内各地で
求人事業所との面談会を開催します。

栃木市

２月20日
（金）

栃 木 保 健 福 祉 センター
栃木市今泉町２‑１‑40
至鹿沼
3

309

栃木駅 両毛線

309

栃木市栃木保健
福祉センター

栃木高 栃木
● 東中●
栃木●
市役所

線
日光
東武

申込不要

至太平山

履歴書不要

75

駅
新栃木

至佐野

午後1時〜3時30分（受付は３時まで）

111

至宇都宮

お気軽にお越しください。
開催時間

ラスト１回

至小山
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福祉人材・研修センター

お問い合わせは当センターまで

締切間近！2月末日まで受け付け！

福祉職体験

実施期間：平成26年５月７日〜平成27年３月10日

対象者：高校生以上、資格がなくてもＯＫ

体験内容：利用者との交流

資格があるけれどブランクがある方等

利用者の日常生活の介護・介助補助等、生活訓練・作業活動

参加費：無料

への支援の体験等、業務補助（配膳・清掃・洗濯等）

■土曜日開所のお知らせ
（第３土曜日）

開所日▶２/21・３/21・４/18
時 間▶９: 00〜17 : 00

その他

好評実施中！

＊但し、次のものは参加者負担

交通費・昼食代・健康診断（必要な場合）の費用

■福祉のお仕事出張相談のお知らせ
相談日程

ハローワーク名
鹿
沼
栃
木
佐
野
足
利

相談時間

相 談 日
第1・3 火曜日
第1・3 火曜日
第1・3 水曜日
第2・4 水曜日

13：00〜16：00

ハローワーク名
真
岡
矢
板
大 田 原
小
山

相 談 日
第1・3 水曜日
第2・4 火曜日
第1・3 月曜日
第2・4 火曜日

ハローワーク名
日
光
黒
磯
那須烏山

相 談
第2・4
第2・4
第2

日
水曜日
月曜日
水曜日

お問い合わせは各実施機関まで

■介護技術スキルアップ講座
＊特別、腰痛を防ぐ介護技術実践 ２/26㊍ 10：00〜16：00
講 師：山屋恵美子氏（宇都宮短期大学准教授）
会 場：宇都宮短期大学
対 象：介護に携わっている方
定員：40名
受講料：4,000円（賛助会員3,600円）
＊介護レクリエーション（応用編）３/２㊊ 13：00〜16：00
講 師：森川澄子氏（福祉レクリエーション・ワーカー）
会 場：とちぎ健康の森 多目的フロア
費 用：4,000円
定員：50名
＊第８回 事業所支援セミナー ３/８㊐ 13：00〜16：00
会 場：とちぎ健康の森 多目的フロア
費 用：4,000円（賛助会員3,600円）
定員：70名
お申込・お問い合わせ▶介護労働安定センター
〒320‑0026 宇都宮市馬場通り4‑3‑7 馬場通り四丁目ビル5階
℡ 028‑643‑6445
℻ 028‑643‑6448

■テンダーケアジャパン
介護職員初任者研修養成講座のお知らせ
程：スクーリング（下記日程14日間）
４月→４/21〜６/23
６月→６/25〜８/25
自宅学習レポート４回
現場実習２日間 修了試験
会 場：とちぎ福祉プラザ
受講料：99,800円（テキスト代込・割引制度あり）
定 員：24名（定員に満たない場合は閉講となる場合があります）
＊教育訓練給付制度対象講座

■とちぎユースワークカレッジより研修のお知らせ
〜ピアカウンセラー研修講座〜
＊自分を認めて、仲間と共に学べるカウンセリング。心理のスペ
シャリストが課題と向き合い、自己成長を目指すあなたを応援
するセミナーです。心理学の基礎や、ヘルスカウンセリング、
アドラー心理学、ブリーフセラピーなど様々な手法の基礎も学
べます。
日 程：毎年４月〜翌３月までの土曜日（全13回）
８/１〜８/２および11月特別講座開催
時 間：13：30〜16：30
うち４回は午前・午後の特別講座あり
受講料：半期（６ヵ月）29,500円／全期（１年間）54,000円
半年または、１年単位で受付
会 場：宇都宮市文化会館 他
申込方法：郵便局等より振込
（振込先 ゆうちょ銀行
記号10760 番号27705621）

日

お申込・お問い合わせ▶株式会社 テンダーケアジャパン

お申込・お問い合わせ▶
（ＮＰＯ法人）
とちぎユースワークカレッジ

〒320‑0808

宇都宮市宮園町8‑2 松島ビル２Ｆ
℡・℻ 028‑638‑5502

求人状況報告（※重複あり）
受付求人数

〒320‑0851 宇都宮市鶴田町2561‑2
℡ 028‑638‑1650
℻ 028‑638‑1649

社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

583件 （正職員 306件

福祉人材・研修センター アクセス
案内板

案内板 警察学校

宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）

案内板

宇都宮
中央女子高
国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

至大谷

FAX 028 & 623 & 4963

（宇都宮インター）

宇都宮環状線

とちぎ福祉プラザ３階 案内板
案内板

（福祉人材無料職業紹介所）

▶▶▶センターニュースに関するご意見・ご要望がありましたら、
センターまでお知らせください。

）

※矢印 は11/1の有効求人数との比較を表わしています。

福祉人材・研修センター

TEL 028 & 643 & 5622

非正職員 277件

障害者福祉分野…83件
その他……………11件

作新
学院

日光街道

〒320-8508

２/１現在 福祉人材センター有効のもの

高齢者福祉分野………560件
児童・母子福祉分野… 31件

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 せ 先
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予約
不要

足利銀行
本店
至JR宇都宮駅

東武宇都宮駅

至栃木市

