
平成22年6月吉日  

各施設・団体長 様 

 社団法人沖縄県介護福祉士会 

会 長 城間 雅己 

〈公 印 省 略〉   

平成２平成２平成２平成２２２２２年度年度年度年度    介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会について（ご案内）介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会について（ご案内）介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会について（ご案内）介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会について（ご案内）    

拝啓 新緑の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より本会の事業推進に格別の 

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、このたび、下記の日程で「介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会」を開催いたします。

介護福祉士の専門職団体として、現在から将来にわたり介護場面において中心的なケアマネジメント業

務を担う介護支援専門員を資格取得前から支援していくことにより、より県民の福祉の向上へ貢献でき

るものと考えております。つきましては、受講される方は別紙申込書にご記入のうえ、お申し込み下さ

いませ。                                        敬具 

                     記 

１．期  日  平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月２２２２４４４４日（土）日（土）日（土）日（土）・８月２・８月２・８月２・８月２１１１１日（土）日（土）日（土）日（土） 

２．時  間  受付8：30～開始9：00～終了17：00 ※詳しい日程は別紙１参照 

３．会  場  沖縄県総合福祉センター（ 研修会場は当日ご案内いたします ）  

         〒９０３－０８０４ 那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

４．対象者 介護福祉士国家資格取得介護福祉士国家資格取得介護福祉士国家資格取得介護福祉士国家資格取得者（申込みの際介護福祉士登録番号を記入していただきます）者（申込みの際介護福祉士登録番号を記入していただきます）者（申込みの際介護福祉士登録番号を記入していただきます）者（申込みの際介護福祉士登録番号を記入していただきます）    

※ホームヘルパー１級・２級取得者の方は受講対象となりません。※ホームヘルパー１級・２級取得者の方は受講対象となりません。※ホームヘルパー１級・２級取得者の方は受講対象となりません。※ホームヘルパー１級・２級取得者の方は受講対象となりません。    

※２日間とも受講できる方が対象となります。※２日間とも受講できる方が対象となります。※２日間とも受講できる方が対象となります。※２日間とも受講できる方が対象となります。    

５．定  員   ５０５０５０５０名名名名     ※定員に達し次第、締め切らせていただきます。ご了承下さい。 

６．受 講 料  社団法人沖縄県介護福祉士会 正会員一人 ６，０００円   

                       〃        非会員一人 １２，０００円   

使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験    確実確実確実確実合格指南書合格指南書合格指南書合格指南書１０１０１０１０年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）    

※講習会までにインターネット等で各自購入して下さい。（購入方法については別紙参照） 

７．その他 天候等諸事情（台風）により本講習会が開催されない場合がありますので予めご了承下さい。 

 ⇒ 9月18日（土）を講習会の予備日としています。 

※※※※なお受講定員が著しく少ない場合は、本講習会が開催されない場合がありますので予めご了承下さい。なお受講定員が著しく少ない場合は、本講習会が開催されない場合がありますので予めご了承下さい。なお受講定員が著しく少ない場合は、本講習会が開催されない場合がありますので予めご了承下さい。なお受講定員が著しく少ない場合は、本講習会が開催されない場合がありますので予めご了承下さい。 

※※※※    本年度の試験実施日は、全国統一で１０月２本年度の試験実施日は、全国統一で１０月２本年度の試験実施日は、全国統一で１０月２本年度の試験実施日は、全国統一で１０月２４４４４日（日）と通知されています。日（日）と通知されています。日（日）と通知されています。日（日）と通知されています。    

 



 

                                                別紙１ 

〔〔〔〔    平成２平成２平成２平成２２２２２年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会プログラム年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会プログラム年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会プログラム年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会プログラム    〕〕〕〕    

平成２平成２平成２平成２２２２２年７月２年７月２年７月２年７月２４４４４日（土）日（土）日（土）日（土）    

    

平成２平成２平成２平成２２２２２年年年年８８８８月２月２月２月２１１１１日（土）日（土）日（土）日（土）    

８：３０～ 受付 

９：００～ ９：１５   オリエンテーション 

９：１５～ 

      １０：４５ 

 

模擬試験 

１１：００～ 

      １２：３０ 

             解答・解説  

      講師 社団法人沖縄県介護福祉士会 

         監事 福井 彰雄 

１２：３０～１３：３０ 昼食・休憩 

１３：３０～ 

      １６：４５ 

解答・解説 

           同上 

 

＊ プログラムの内容・講師等に関しましては、変更の可能性がありますので予めご了承下さい。 

 

８：３０～ 受付 

９：００ 

      ～ 

       １２：００ 

講義「介護保険制度論」 

講師 社団法人沖縄県介護福祉士会 

監事 福井 彰雄 

１２：００～１３：００ 昼食・休憩 

１３：００～ 

       １４：４５ 

講義「介護保険制度論」 

 

                 同上 

１５：００～ 

       １６：４５ 

講義「保健医療サービスの知識等」 

 

同上 



 

平成２２年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会案内書 

― 平成２２年７月２４日（土）・８月２１日（土）― 

 

1. 受 講 料  社団法人沖縄県介護福祉士会正会員一人 ６，０００円   

                           〃  非会員一人 １２，０００円   

使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験    確実確実確実確実合格指南書合格指南書合格指南書合格指南書１０１０１０１０年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）    

※講習会までにインターネット等で各自購入して下さい。（購入方法については別紙参照） 

 
2. お申し込み方法  

       裏面の別紙申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸまたは郵送にてお申し込み下さい 
       受講料については、参加申込後下記口座まで6日以内にお振込下さい。 

なお、お振込の際は原則として個人名でのお振込みとさせていただきますが、会社名・代表

者名等でお振込をされる場合は事務局までご連絡下さい。なお、振込領収書（受領証・振込入票）

等は紛失なされないよう大切に保管して下さい。また、振込手数料は申込者の負担となりますの

で、ご了承下さい。 

（１）（１）（１）（１）    振込先口座番号・口座番号：ゆうちょ銀行振込先口座番号・口座番号：ゆうちょ銀行振込先口座番号・口座番号：ゆうちょ銀行振込先口座番号・口座番号：ゆうちょ銀行        

（加入者名）（社）沖縄県介護福祉士会（加入者名）（社）沖縄県介護福祉士会（加入者名）（社）沖縄県介護福祉士会（加入者名）（社）沖縄県介護福祉士会    会長会長会長会長    城間城間城間城間    雅己雅己雅己雅己    

（口座記号）１７０３０（口座記号）１７０３０（口座記号）１７０３０（口座記号）１７０３０    

（口座番号）１１８４２９３１（口座番号）１１８４２９３１（口座番号）１１８４２９３１（口座番号）１１８４２９３１        （（（（振込手数料は各自でご負担下さい）振込手数料は各自でご負担下さい）振込手数料は各自でご負担下さい）振込手数料は各自でご負担下さい）    

    

（２）（２）（２）（２）    振込先金融機関：沖縄銀行振込先金融機関：沖縄銀行振込先金融機関：沖縄銀行振込先金融機関：沖縄銀行    石嶺支店石嶺支店石嶺支店石嶺支店            

（口座名義（口座名義（口座名義（口座名義）（社）沖縄県介護福祉士会）（社）沖縄県介護福祉士会）（社）沖縄県介護福祉士会）（社）沖縄県介護福祉士会    会長会長会長会長    城間城間城間城間    雅己雅己雅己雅己    

（口座番号）（口座番号）（口座番号）（口座番号）１４４８８９４１４４８８９４１４４８８９４１４４８８９４            （振込手数料は各自でご負担下さい）（振込手数料は各自でご負担下さい）（振込手数料は各自でご負担下さい）（振込手数料は各自でご負担下さい）    

※ 振込後の参加取り消しや欠席の場合、受講料の返金はできません。 

4 .講習会参加の確認方法  

       受講票の発送は行いませんので、各事業者・会社・個人にて確認のご連絡を本会事務局まで 

入れてください。 
5. お問い合わせ・申込書送付先  

        

 

 

 

 
 

 

 

 
6. 申込締切：定員になり次第締め切らせていただきます。（定員５０名） 

7  昼食のご案内  
※近くにレストラン等がありませんので、お弁当等の準備をおすすめいたします。 

 

 
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町４－３７３－１（沖縄県総合福祉センター内西棟4階）   

      社団法人 沖縄県介護福祉士会 事務局（屋宜 綾香）      

      ＴＥＬ：０９８－８８７－３３４４ ＦＡＸ：０９８－８８７－３３９１    

             Ｅ―ｍａｉｌ：okinawakaigo@woody.ocn.ne.jp 

※ 対応可能時間 12：00～17：00（月～金）※土・日・祝休み  

              



 

平成 22年度介護支援専門員実務研修受講試験対策講習会申込書 

申込先 ＦＡＸ ０９８－８８７－３３９１  
 

 発信者職名発信者職名発信者職名発信者職名                         

                          

発信者氏名発信者氏名発信者氏名発信者氏名                         

                      （（（（    必要事項を記入または○で囲んで下さい必要事項を記入または○で囲んで下さい必要事項を記入または○で囲んで下さい必要事項を記入または○で囲んで下さい    ））））    

ふ り が な 

 

申込者名 

                                          

 

 

 

必ず記入必ず記入必ず記入必ず記入    

介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士    

登録番登録番登録番登録番号号号号 

 

ＡＡＡＡ    ・・・・    ＢＢＢＢ    ・・・・    ＣＣＣＣ    ・・・・    ＤＤＤＤ    （                   ） 

 

（（（（養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを、のいずれかを、のいずれかを、のいずれかを、国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤを○で囲んで下さいを○で囲んで下さいを○で囲んで下さいを○で囲んで下さい    ）））） 

※ 受講される方は、必ず記入して下さい。 

日本介護 

福祉士会 

会員番号 

会員証の会員番号あるいはニュース発送時の住所ラベルの中の会員番号 

 

①（４７０       ）6桁の数字です 

 

事 業 所 名 

 

 

事 業 所 

〒 

  

連絡先番号 

職 場 

 

TEL                  FAX 

 

自宅住所 

〒 

連絡先番号 

自宅 

 

携帯 

 

TEL                   FAX 

 

TEL 

※ 介護福祉士登録番号・社団法人日本介護福祉士会会員番号を忘れずに記入して下さい。 

（（（（    養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃ養成学校卒業者はＡ・Ｂ・Ｃのいずれかを、のいずれかを、のいずれかを、のいずれかを、国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤ国家試験取得者はＤを○で囲んで下さいを○で囲んで下さいを○で囲んで下さいを○で囲んで下さい    ））））    

※ 個人同志で申し込む際は、代表者住所を記入し・○○宅と表記して下さい。     

 ＜講習会場案内図省略＞ 
インターネットにて「 沖縄県総合福祉センター 」で検索してお探し下さい。 

 

※注意点  ① 駐車スペースが限られておりますので、乗り合わせの上お越し下さい。 

      ② 講習会に関する個人情報は、本会の事業等の目的以外には使用いたしません。 

※ 使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験使用テキスト「ケアマネジャー試験    確実確実確実確実合格指南書合格指南書合格指南書合格指南書１０１０１０１０年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）年版」（日総研）    

講習会までにインターネット等で各自購入して下さい。（購入方法については別紙参照） 

 



 
 

介護支援専門員実務受講試験対策講習会受講生の皆様へ 
 

１０月２４日（日）の本試験へ向けて、日々勉強に励んでいる受講生の皆様へ下記の介

護支援専門員実務受講試験参考書を紹介します。 

 

参考書名参考書名参考書名参考書名  確実  ケアマネジャー試験 

          合格指南書 １０年版 

定定定定 価価価価        ２，９００円（税込）２，９００円（税込）２，９００円（税込）２，９００円（税込）    

編編編編        集集集集    いとう総研 資格取得支援センター 

出 版出 版出 版出 版 社社社社    日総研 お客様センターフリーダイヤル 0120-057671 

携帯電話からは TEL(052)483－7311 

ＵＲＬ：http://www.nissoken.com/ 

※お問合せ等は、上記出版社へ連絡かホームページをご覧下さい。 

≪アマゾンでの購入方法の例≫ 

  「アマゾン」と入力し検索 ⇒ アマゾンホームページを開く 

  ⇒検索機能「ケアマネジャー試験確実合格指南書10年版」と入力しGOクリック 

    ⇒「ケアマネジャー試験確実合格指南書10年版」クリック 

      ⇒ショッピングカートに入れるクリック  

         ⇒内容を確認しレジに進むクリック ⇒情報を入力する。 

     

※インターネットにて注文していただくか、もしくは上記フリーダイヤルへ確認の上ご購入下さい。 

 

社団法人沖縄県介護福祉士会 

※対応可能時間 12：00～17：00（月～金）※土・日・祝休み 

 

ＴＥＬ：０９８－８８７－３３４４ ＦＡＸ：０９８－８８７－３３９１    

Ｅ―ｍａｉｌ：okinawakaigo@woody.ocn.ne.jp 


