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 １．活動方針  

設立２年目となる今期は、前期に準備を進めてきた当法人として初となるセミナーの開催を皮切りに、前

期から開始している事業の継続を行っていくとともに、前期経験できたことを今期の事業運営等に活かし、

各事業のスムーズな 運営を図っていく。  

また、当法人にとって事業の柱と想定している「支援専門職 SCHOOL」の開講を今期実現するため、準

備活動を 入念に行っていくとともに、コロナ禍によりこれまでとは違う研修運営等が求められる「千葉市認

知症介護実践者等養成事業」に関する取り組みについて研修実施機関と緊密な連携を図り、安定的かつ適

切に実施していく。  

最後に、前期に引き続き今期においても当法人の組織としての経験値の獲得・向上を図っていくととも

に、ガバナンス の効いた組織運営を行っていくための基盤整備を図り、安定した組織体制・事業運営の確立

を目指す。 

 

 

 ２．第２期 （令和３年１１月期）の重点活動目標  

① いよいよ「始める」   

② 始めたこと・経験したことを「継続する」   

③ 全員参加運営に向け「整える」 

 

 

 ３．実施した活動 1 「重点目標」の達成を目指した活動  

重点活動目標 ①いよいよ「始める」の達成を目指して 

（1）支援専門職の知識・技術・意識等の習得及び向上に資する研修スクールの運営 

（定款「事業」第４条第１項第３号） 

「支援専門職 SCHOOL」開講に向けた取り組み 

【所管】 支援専門職 SCHOOL 運営部会 

【活動目標】 今期中における「支援専門職 SCHOOL」の開講 

【実施した活動】  

ア. 支援専門職 SCHOOL運営部会の組織化(立ち上げ)を行った。 

イ. SCHOOLの具体的な運営体制の構築を検討した 
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重点活動目標 ②始めたこと・経験したことを「継続する」の達成を目指して・・・その１ 

（２）支援専門職並びに介護保険施設・事業所職員等の資質向上に資する研修、講演、シンポジウム、セミナ

ー、イベント等の開催並びに講師又はアドバイザーの派遣に関すること 

（定款「事業」第４条第１項第４号） 

① 令和２年度千葉県介護人材確保対策事業費補助金のうち 

「介護人材キャリアアップ研修支援事業」申請による「設立１周年記念セミナー（介護従事者向け研修）」 

の開催 

★前期(第１期)からの継続事業 

【所管】 セミナー・イベント実行部会(事業者申請に関しては理事会所管) 

【活動目標】 設立１周年記念セミナー 「認知症と動機付け ～そそる力と必然性の創出～」の開催 

【部会の構成】 当法人正会員にて組織構成：［部会長］髙橋秀明・［副部会長］寺﨑一永 

［部会員］高橋孝子・日向雅史・片岡秀歩 

【実施した活動】 

ア. 部会長により、令和２年度千葉県介護人材確保対策事業費補助金の申請を行った。 

イ. 部会会議の開催 

第３回 令和２年 12月 10日(木) 20時 00分～21時 00分 

    Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

第４回 令和３年１月 20日(水) 20時 00分～21時 30分 

    Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

第５回 令和３年 2月 8日(水) 20時 00分～21時 10分 

    Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

ウ. セミナー開催に関する広報として、ポスターの作成及び、関係機関にセミナーの周知を依頼した。 

エ. セミナーで使用する物品を購入した 

オ. 設立１周年記念セミナー 「認知症と動機付け ～そそる力と必然性の創出～」の開催 

○開催日時：令和 3年 3月 7日 [日] 13時 00分～16時 20分 

○後援：千葉市 

○会場：千葉市中央区蘇我コミュニティセンターハーモニープラザ分館 『ハーモニーホール』 

○参加者数：５７名 

 

 

② 令和３年度千葉県介護人材確保対策事業費補助金のうち 

「介護人材キャリアアップ研修支援事業」申請による「設立２周年記念セミナー（介護従事者向け研修）」 

の開催準備 

【所管】 セミナー・イベント実行部会(事業者申請に関しては理事会所管) 

【活動目標】 次期(第３期)における当法人の「設立２周年記念セミナー(介護従事者向け研修)」の開催を

目指し、徐々に準備を進める。 
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【実施した活動】  

ア. 部会会議の開催 

         第１回 令和 3年 6月 9日（水）20:00～21:10 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席  

         第２回 令和 3年 7月 13日（火）20:00～20:50 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

         第３回 令和 3年 7月 27日（火）20:30～21:20 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

第４回 令和 3年 8月 24日（火）20:00～22：00 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

第５回 令和 3年 8月 30日（月）20:30～21:30 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

第６回 令和 3年 10月 5日（火）20:00～21:20 

                Zoom によるオンライン会議 部会員５名全員出席 

イ. 部会員各自にて企画書(企画案)を提出し、部会会議における協議・検討を経て、当該セミナーの企 

画等を決定した。 

ウ. セミナー・イベント部会員で LINE グループを形成し、LINE で情報交換・情報共有を図った。 

エ. セミナー開催を令和 4年 3月とし、次期(第 3期)開始の令和 3年 12月以降の活動(セミナー 

開催に向けた諸準備等)を行うこととした。 

オ. 補助金申請については締め切りが令和 4年 1月 14日であるため、期日までの申請を部会長が 

理事会と連携のうえ行うこととなった。 

カ. 令和 3年 11月末現在、当該セミナーの令和 4年３月開催に向けた準備は進行中である。 

 

 

重点活動目標 ②始めたこと・経験したことを「継続する」の達成を目指して・・・その２ 

（3）市民及び地域における市民生活の課題解決に寄与する事業 （定款「事業」第４条第１項第１０号） 

当法人の目的を達成するために関連する事業 （定款「事業」第４条第１項第１２号） 

 「－自分たちの「先」に備えるー 停電「前・時・後」対策・対応マニュアル」の策定 

★前期(第１期)からの継続事業 

【所管】 防災・減災等マニュアル策定部会 

【活動目標】 令和元年房総半島台風における停電被害の経験を踏まえ、要介護者が同居する市民・要介 

護者である市民ならびに介護保険事業者等が停電前・停電時・停電後に関する対策や対応 

に活用できるリーフレットとして、「－自分たちの「先」に備えるー 停電「前・時・後」対策・対 

応マニュアル」を制作する。 

また、制作した当該マニュアルは、当法人ホームページ上から誰でも自由にダウンロード(無 

料)できるようにする。 
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【部会の構成】 当法人正会員・有識者にて組織構成 

[部会長] 月川健太郎・[副部会長]石井 紀明 

[部会員] 永嶋 丈晴・滝澤 秀児・小西 謙吾 

[外部部会員]藤野 雅一氏(富津市天羽地区地域包括支援センターセンター長) 

[外部部会員]鶴岡 英道氏(㈲リンクステージ代表・グループホームさくらんぼ施設長) 

【実施した活動】  

ア. 部会会議の開催 

第１回 令和 3年 2月 5日（金） 19：30～20：45 

                Zoomによるオンライン会議 部会員 3名出席 ２名欠席、外部部会員２名欠席 

         第２回 令和 3年３月 26日（金） 19：30～20：30 

                Zoomによるオンライン会議 部会員 4名出席 1名欠席、外部部会員２名出席 

         第３回 令和 3年 5月 18日（火）  

千葉市社会福祉研修センター：対面式会議・部会員 5 名、外部部会員 2 名欠席 

                 第４回 令和３年８月２０日（金） 19：30～21：00 

                        Zoom によるオンライン会議 部会員 4名出席 1名欠席、外部部会員２名欠席 

                 第５回 令和３年 10月 6日（水） 19：30～21：00 

                        Zoom によるオンライン会議 部会員 5名出席、外部部会員２名欠席 

                 第６回 令和３年 10月 22日（金） 19：30～20：30 

                        Zoom によるオンライン会議 部会員 5名出席、外部部会員２名欠席 

イ. 次期(第 3期)も引き続き策定作業を行う予定である。 

 

 

重点活動目標 ③ 全員参加運営に向け「整える」の達成を目指して 

（4）当法人のガバナンス体制構築に関する取り組み 

運営体制の基盤整備 

【所管】 理事会 

【活動目標】  

I. 当法人がガバナンスの効いた組織運営を行っていく 

II. 理事ならびに各会員が自立的かつ自律的に本会運営や活動が行えるようにするため(組織のフラット

化) 当法人の運営・各活動等の取り扱い基本および標準となる諸規程・規則等を整備する。 

【実施した活動】  

今期（第２期）は「役員候補者の選出および役員の選定等に関する規程」を理事会にて作成・検討・決

議を行った。 
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 ４．実施した活動２ 重点活動目標の達成を目指した活動以外の活動  

（１） 認知症介護実践研修等の企画・立案・講師並びに研修運営に関すること 

（定款「事業」第４条第１項第２号） 

① 令和２年度千葉市認知症介護実践者等養成事業に関する取り組み 

② 令和３年度千葉市認知症介護実践者等養成事業に関する取り組み 

＊本事業の事業年度については、千葉市の会計年度(４月～翌３月)に併せるものとする(当法人事 

業年度は 12 月～翌 11 月である)。 

＊よって本事業計画書には、令和２年度千葉市認知症介護実践者等養成事業の途中期間である「令 

和２年 12 月～令和３年３月迄」の活動に関する記事も掲載される。 

【所管】 千葉市認知症介護実践研修部会 

【活動目標】 令和２年度ならびに令和３年度の千葉市認知症介護実践者等養成事業における研修の質 

の担保、向上を図るとともに、適切かつ効果的な研修運営を図る。 

 

【実施した活動】 

ア. 会議の開催 

a. 全体会議 

令和 2年度 第 1回  令和３年２月２２日 

議案 「令和 3年度各研修カリキュラム、研修目標の承認について」 

※ 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため対面式会議は開催せず、電磁的方法をもって 

決議を諮った 

 

令和 3年度 第 2回  令和３年 4月２日 

議案 「令和 3年度各研修 講義・演習担当及び研修に係わるその他担当の件研修目標の承 

認について」 

※ 新型コロナウィルスの感染拡大防止のため対面式会議は開催せず、電磁的方法をもって 

決議を諮った 

 

令和 3 年度臨時 令和 3 年 5 月 6 日（木） 12 時 30 分～13 時 45 分 

・千葉市社会福祉研修センター：対面式会議 ［一部リモート参加］ 

・千葉市認知症介護指導者 11名（欠席：千葉市認知症介護指導者 5名） 

・千葉市保健福祉局地域包括ケア推進課認知症対策班 2名 

・千葉市社会福祉研修センター1名出席 

議事（1） 令和 3年度千葉市認知症介護実践研修講師配置に関する方針について 

議事（2） 令和 3年度千葉市認知症介護実践研修日程の確認 

議事（3） 令和 3年度千葉市認知症介護基礎研修 講師等の確認 

議事（4） 令和 3年度千葉市認知症介護実践者研修 講師等の確認 

議事（5） 令和 3年度千葉市認知症介護実践リーダー研修 講師等の確認 
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イ. 認知症介護実践者研修・基礎研修の運営ならびに講師等を行う。 

【担当】千葉市認知症介護実践研修部会 「実践者研修・基礎研修委員会」 

★前期(第１期)からの継続 

◎基礎研修  

令和２年度 第３回 令和２年１２月１８日（金） 

令和２年度 第４回 令和３年２月１８日（木） ※オンラインにて開催 

◎実践者研修   

令和２年度 第３回 令和２年１2月 6日（日）・１2月１3日（日）・１2月 20日（日）  

※ 以下は新型コロナウィルス感染拡大により日程ならびに受講生を分 

散しオンラインでの開催に変更 

研修４日目分：令和３年２月６日（土）・２月７日（日）・２月１１日（木） 

２月１３日（土）・２月１４日（日）・２月２０日（土）  

２月 21日（日） ２月 23日（火）・２月 24（水） 

研修５日目分：令和３年２月１３日（土）・２月１４日（日）・２月２０日（土）  

２月 21日（日） ２月 23（火） ２月 24日（水） 

研修６日目分：令和３年３月２０日（土）・３月２１日（日）・３月２８日（日） 

令和２年度第４回 新型コロナウィルス感染拡大により中止 

 

★今期(第２期)から次期(第３期)にかけて 

※令和３年１１月末時点までに実施した実践者研修ならびに基礎研修は以下のとおりである。 

◎基礎研修 ： 令和３年度 全４回開催 

令和３年度 第１回 令和３年６月１８日（金） 

            第２回 令和３年８月１８日（水） 

            第３回 令和３年１０月１８日（月） 

 

◎実践者研修 ： 令和３年度 全４回開催 

 令和３年度 第１回 令和３年５月３１日（月） ６月１４日（月） ６月２８日（月）  

７月１日（木） ７月１２日（月） ８月１６日（月） 

自施設実習：７月１３日（火）～８月７日（月） 

第２回 令和３年８月１０日（火） ８月２０日（金） ８月２８日（土）  

９月１日（火）  ９月１０日（金） １０月１４日（木） 

自施設実習：9月 11日（土）～10月 8日（金） 

第３回 令和３年１０月３日（日） １０月１０日（日） １０月１７日（日） 

１０月３１日（日） １１月６日（土） １２月１２日（日） 

自施設実習：11月 7日（日）～12月 4日（土） 
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ウ. 認知症介護実践リーダー研修の運営ならびに講師等を行う。 

【担当】千葉市認知症介護実践研修部会 「実践リーダー研修委員会」 

★前期(第 1期)からの継続 

令和２年度 令和２年１２月１７日（木） 

 

★令和３年度開催分 

令和３年５月１７日（月）・５月２４日（月）・６月７日（月）・６月２１日（月）・７月５日（月） 

７月１９日（月） 

８月２３日（月）※新型コロナウィルス感染拡大によりオンライン開催に変更 

９月６日（月） ９月１３日（月）１０月４日（月） １０月２０日（水） 

他施設実習：①７月 7日（水）～７月９日（金） ②７月１３日（火）～７月 15日（木） 

自施設実習：９月１４日（火）～１０月１１日（月） 

 

エ. 受講生確保に向けた取り組み 

a. 職員を研修に送り出すために施設・事業所が勤務(シフト)が組みやすい研修日程の構成とした 

[基礎研修] 第３回については土曜日開催とした。 

[実践者研修] 日程分散型開催ならびに第３回については全日土曜・日曜日開催とした。 

[実践リーダー研修] 日程分散型開催とした。 

 

b. 「２０２１年度版認知症介護実践者等養成事業を知るガイドブック」の制作と受講生への配布 

【ガイドブック制作担当】千葉市認知症介護実践研修部会「役員会」 

当該ガイドブックの制作・受講生への配布により、受講生の研修体系への理解の浸透度なら 

びに更なるステップアップ(上位研修受講)への視覚的効果を図った。 

又、受講生が同僚等に研修受講を勧める際の資料となればとのねらいもあった。 

 

c. 実践者研修・実践リーダー研修最終日での研修体系の説明(プレゼン・広報) 

【担当】千葉市認知症介護実践研修部会「実践者研修・基礎研修委員会」／「実践リーダー 

研修委員会」 

実践者研修ならびに実践リーダー研修の研修最終日に、前述のガイドブックを資料とした。 

研修体系の説明を行う単元を設け、受講生のステップアップ(実践者研修からリーダー研 

修へ、リーダー研修から指導者養成研修へ)への意識向上を図った。 

 

d. 当法人公式ホームページ・公式 Twitterでの研修開催の広報 

【担当】広報・IT 部会 

当法人公式ホームページ内にバナーならびに専用ページを設け、研修開催ならびに研修概要 

等の広報を行うとともに、当法人公式 Twitter にて研修開催の広報を行った。 
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（２） 千葉市指導者の認知症介護指導者としての資質の向上並びに個々人の認知症介護及び介護福祉の進 

展、増進に資する活動又は社会貢献活動等に対するサポート及び人的、物的支援に関すること 

（定款「事業」第４条第１項第１号） 

① 正・準会員に向けての活動 

【担当】理事会・事務局 

会員個々の資質の向上ならびに活動等の支援に寄与することを目的とし、正会員・準会員に対し「会員 

特典」として以下の活動を行った。 

ア. 介護・福祉等に関する情報提供(メールにて直接発信) 

イ. 当法人ホームページにおける会員紹介(希望した場合) 

※会員紹介を希望した場合：所属先ホームページのリンク先貼り付け(希望した場合) 

ウ. 当法人ホームページへの所属先求人情報のリンク先貼り付け(希望した場合) 

エ. 会員個々人の認知症介護及び介護福祉の進展、増進に資する活動又は社会貢献活動等に関する 

当法人ホームページへの広告等の掲載 

オ. 前期に引き続き、当法人契約の「ZOOM(オンラインミーティングツール)」有料アカウントの無料、個 

人利用可能 ※正会員のみ 

 

（３） 当法人の振興に関する取り組み 

① 賛助会員の確保・拡大 

【担当】理事会・広報部 

当法人の事業を賛助する意向のある個人・団体を賛助会員として受け入れ、当法人の経営基盤の強 

化を図ることを目的とし以下の活動を行った 

ア. 当法人公式ホームページにおける広報 

 

（４） 当法人の広報普及に関する取り組み 

① 公式ホームページの自社制作・開設・管理／公式 Twitter の開始・管理 

【担当】広報・IT部会 

ア. ホームページ作成サービス Wix を利用し、当法人公式ホームページを自社制作し開設した 

※令和２年１２月より 

イ. 公式ホームページ開設と並行して公式 Twitterを開始した 

※令和２年１２月より 

ウ. ホームページ・Twitter ともに広報・IT部会にて管理を行った 

エ. 公式ホームページ内に会員個々が開設したブログの紹介ページを設置した 

オ. 公式 YouTubeチャンネル「認知症と介護と○○TVを開設した 

※令和３年１０月より 
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（５） 会 務 

① 総会及び理事会の開催 

【担当】理事会・事務局 

ア. 社員総会 

◎定時社員総会 

令和３年２月２７日（土） １０時０５分～１１時０５分 

会場：千葉市社会福祉研修センター［Zoomによるオンライン会議を併用］ 

総社員（正会員）１１名中、出席社員９名 

（本人出席９名[うち、理事除く４名オンライン]、議決権行使書による出席２名、委任状出席０名） 

第一号議案 第１期[令和２年１１月期] 事業報告 報告の件 

第二号議案 第１期[令和２年１１月期] 決算報告 承認の件 

第三号議案 第２期[令和３年１１月期] 事業計画(案)承認の件 

第四号議案 第２期[令和３月１１月期] 収支予算(案)承認の件 

 

 

イ. 理事会 

第１回 定例理事会 令和２年１２月１２日（土） １３：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

１．活動報告① 

（１）千葉市認知症介護実践研修部会 

・実践者研修・基礎研修委員会 

・実践リーダー研修委員会 

（２）広報・IT部会 

・公式ホームページの制作について 

・Zoom使用マニュアルについて 

２．決算報告書について 

３．年末調整・法定調書について 

４．法人税の確定申告について 

５．法人県民税の確定申告について 

６．法人市民税の確定申告について 

７．エルタックス・eLTAXについて 

８．活動報告② 

（１）防災・減災等マニュアル策定部会 

（２）セミナー・イベント実行部会 

９．第 2期の予定について 
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第２回 定例理事会 令和３年１月１７日（日） １７：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

１．活動報告① 

（１）千葉市認知症介護実践研修部会 

・登録届の提出状況について 

・全体会議について 

・全体会議以降の予定について 

（２）広報・IT部会 

・公式ホームページ・公式 Twitterの公開について 

・法人メールアドレスについて 

・Zoom使用マニュアルについて 

（3）事務局 

・会費の納入状況について 

・決算報告について 

・年末調整・法定調書について 

・定時社員総会について 

・Google ドライブの活用について 

           ２.活動報告② 

（１）防災・減災等マニュアル策定部会 

（２）セミナー・イベント実行部会 

 

第３回 定例理事会 令和３年２月１７日（日） １９：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

1. 活動報告① 

     (1)千葉市認知症介護実践研修部会 

・全体会議以降の予定について 

・令和２年度第３回実践者研修について 

・令和２年度第４回基礎研修について 

２.活動報告② 

（１）防災・減災等マニュアル策定部会 

（２）セミナー・イベント実行部会 

３．事務局より 

・法人税、法人県民税、法人市民税の申告ならびに納付について 

・第２期第１回社員総会について 
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第４回 定例理事会 令和３年３月１９日（金） １９：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

1.活動報告① 

(1)千葉市認知症介護実践研修部会 

・令和３年２月開催 全体会議書面評決の結果について 

・令和３年３月開催予定 全体会議（書面評決）「講師割案の承認」について 

・令和３年 4月開催予定 臨時全体会議に向けた予備協議 

２.活動報告② 

（１）防災・減災等マニュアル策定部会 

（２）セミナー・イベント実行部会 

・設立１周年記念セミナーに関する報告 

・設立１周年記念セミナーに関する振り返り 

・今後の活動について 

３． 事務局より 

・団体賛助会員の入会申込の承認について 

 

第５回 定例理事会 令和３年４月１６日（金） １９：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

１．活動報告① 

千葉市認知症介護実践研修部会 

・令和３年４月２日開催 全体会議（書面表決）の結果について 

・令和３年５月６日開催 臨時全体会議の予備協議 

２．活動報告② 

（１）防災・減災等マニュアル策定部会 

（２）セミナー・イベント実行部会 

３．その他 

・Zoom を利用した活動の検討 

・YouTube チャンネルの検討 

 

第６回 定例理事会 令和３年６月１４日（土） １９：３０～２１：１５ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

              ［オブザーバー千葉市指導者］小西謙吾・片岡秀歩・月川健太郎・石井紀明 

１．新規活動の検討 

・オンラインを利用した活動（主に Zoom） 

・動画に関する活動（主に YouTube） 

２．千葉市認知症介護実践研修部会 

・新標準カリキュラムに対応したカリキュラム編成について 
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３．活動報告 

（１）千葉市認知症介護実践研修部会 

（２）防災・減災等マニュアル策定部会  

（３）セミナー・イベント実行部会  

 

第７回 定例理事会 令和３年１１月３０日（火） １９：３０～２１：４５ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

１．活動報告 

（１）千葉市認知症介護実践研修部会 

・実践者研修委員会 

・実践リーダー研修委員会 

（２）防災・減災等マニュアル策定部会 （永嶋・滝澤） 

２．報告事項 

（１）正会員１名退会の件  

（２）YouTube チャンネル開設の件  

３．確認事項・検討事項 

（１）法人庶務・千葉市認知症介護実践研修部会 今後の予定 

（２）YouTube チャンネル 今後の運営等 

（３）セミナー・イベント実行部会 セミナーの開催 

（４）第３期事業運営体制 

 

第８回 定例理事会 令和２年１２月１２日（土） １９：３０～ Zoomによるオンライン会議 

出席者数［会長］梅本 聡・［副会長］永嶋 丈晴・［理事］髙橋 秀明・滝澤 秀児・日向 雅史 

１．決議事項 

第１号議案 「役員候補者の選出および役員の選定等に関する規程」の制定について 

２．報告事項 

（１）千葉市認知症介護実践研修部会 

（２）防災・減災等マニュアル策定部会 

（３）広報・SNS 部会の活動 

・公式ホームページ  

・公式 Twitter  

・公式 YouTube チャンネル「認知症と介護と○○TV」  

（４）セミナー・イベント実行部会の活動  

・千葉県介護人材確保対策事業補助金「介護人材キャリアアップ研修支援事業」 

・ヨルゼミ（千葉市社会福祉研修センター） 

（５）事務局  

・Zoom法人契約更新 （10/14に１年契約） 
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・Wixホームページ作成プラン更新 （１１/１１に２年契約に変更） 

・Wix ドメイン契約更新 （11/11に２年契約に変更） 

・Wix メールアカウント契約更新 （11/18に１年契約） 

３．確認事項・検討事項 

（１）選挙管理委員会委員（２名）の決定 

（２）各日程（案）の決定 

・定時社員総会 

・実践者研修委員会・実践リーダー研修委員会 

 

 

② 法人庶務 

ア. Zoom法人契約手続き【担当】理事会・事務局 

イ. 会員情報（入会、退会、会員種別の変更、再入会等）ならびに会員名簿の管理 

ウ. その他の事務局運営事務の遂行 


