
下半期入会でも
研修多数
あります！

平成30年度 日本協会・大分県協会 入会費・年会費

通常 9,500円 ⇒ 8,000円！
※大分県協会・日本協会・地域協会への新規入会者に限ります。
※地域協会費は除く。会費の詳細は別紙を参照ください。

大分県協会 新規入会

年会費割引キャンペーン

平成31年１月 ９日(水) 利用者の自立（自律）支援と
ケアマネジメントの適正化研修（仮）

日本介護支援専門員協会（大分県支部）への入会をお待ちしています！
介護支援専門員に係る法改正や介護報酬・基準改正に対応するべく活動を
しています。
何をするにも現場の声、多くの介護支援専門員の声を集約することが必要です。
法に基づく資格だからこそ、自らその資格を守り、公正中立なケアマネジメントが
できるよう、よりよい環境に変えていきましょう！

▷研修会会員価格
受講OK！

▷研修1回分お得！

研修情報等の情報を
頑張って更新しています。

ご活用ください！

平成31年3月23日 (土) AI（人口知能）によるケアプラン作成に
介護支援専門員はどう向き合うか！？（仮）

＜県協会会員数＞

H30:971名
H29:762名
H28:547名
H27:393名

会員になると、こんな機会が得られます！
平成30年9月8日現在

（実務従事者 約2,150名のうち）

〒870-1133
大分県大分市宮崎1367-1 甲斐ビル215号
TEL:097-504-7500 FAX:097-504-7501
E-Mail：ocma@fuga.ocn.ne.jp
http://oita-care-manager.com

特定非営利活動法人

大分県介護支援専門員協会
OCMA Oita Care Manager Association
<一般社団法人 日本介護支援専門員協会 大分県支部>

平成30年12月７日(金) 「その人らしい自立（自律）した生活の実現」の
ための施設ケアマネジメント研修（仮）

今年度限定！

中央法規出版(福岡)協力・・・どちらか選べます！ 《先着30名限り》
「月刊ケアマネジャー」直近3か月分無料進呈 or 「ケアマネジャー手帳2019」無料進呈

大分県介護支援専門員協会

＊仲間が増え、職場＜地域＜県内＜県外＜全国と
ネットワークが広がる！

＊自己研鑽の機会があります！
＊研修会 (県協会・日本協会・地域協会) や
各種研究大会等に会員価格で参加できます！

＊メールマガジンの配信！－早く・正確に・詳細に－
＊日本協会広報誌「JCMAだより」をお届けします！
＊会員価格での書籍購入が可能です！

2018年度 キャンペーン対象研修

平成31年2月（調整中） 第10回大分市ケアマネジメントセミナー



大分県介護支援専門員協会（日本協会大分県支部）
大分県下の各14地域（6支部一本化）組織で構成されています！

宇佐高田介護支援専門員協会
（会員数）126名 *支部一本化

中津市介護支援専門員協会
（会員数）103名 *支部一本化

国東姫島介護支援専門員協議会
（会員数）41名

大分市介護支援専門員協会
（会員数）216名 *支部一本化

津久見市介護支援専門員協会
（会員数）34名 *支部一本化

佐伯市介護支援専門員連絡協議会
（会員数）53名

日出町介護支援専門員協議会
（会員数）29名 *支部一本化

杵築市
地域組織無し

臼杵市
地域組織無し

日田市介護支援専門員協議会
（会員数）71名

由布市介護支援専門員協会
（会員数）72名

玖珠郡介護支援専門員協議会
（会員数）24名

竹田市介護支援専門員協議会
（会員数）37名

豊後大野市介護支援専門員協議会
（会員数）36名

別府市介護支援専門員協会
(会員数）108名 *支部一本化

野津町介護支援専門員協議会
（会員数）8名

地域協 平成30年度 事務局（担当者） 入会金 年会費 TEL FAX

大分市 ライフサポートまなと（三浦・佐藤）さとう 0円 5,000円 090-4475-9512 097-535-8056

宇佐高田 豊後高田市地域包括支援センター（谷口）たにぐち 0円 2,000円 0978-23-4370 0978-53-6130

中津市 ハッピーライフ福祉用具センター（袖澗）そでたに 0円 2,000円 0979-33-0557 0979-33-0558

別府市 和幸苑介護保険サービスセンター（平川）ひらかわ 0円 2,000円 0977-67-3356 0977-66-5533

津久見市 津久見市地域包括支援センター社協（藤古）ふじこ 0円 2,000円 0972-82-4124 0972-82-5003

日出町 日出町地域包括支援センター（後藤）ごとう 0円 2,000円 0977-73-3115 0977-72-7915

由布市 介護老人保健施設 風香（内野）うちの 0円 2,000円 0977-28-2100 0977-84-3180

佐伯市 深井永久事務所（橋迫）はしさこ 0円 3,000円 0972-20-0729 0972-28-7045

日田市 聖陵ストリーム居宅介護サービスセンター（中園）なかぞの 0円 2,000円 080-8573-1143 0973-23-6166

国東姫島 くにさきケアセンターなのはな居宅介護支援事業所（中磨）なかま 0円 1,000円 0978-68-1976 0978-68-1677

竹田市 竹田市地域包括支援センター（赤木）あかぎ 0円 2,000円 0974-64-0310 0974-62-4185

豊後大野市 株式会社ナガヨシ（長吉）ながよし 0円 2,000円 0974-42-2228 0974-42-3311

玖珠郡 共生の里メルヘン森栄館（魚返）おがえり 0円 1,500円 0973-72-0077 0973-72-3808

野津町 臼杵市社協指定居宅介護支援事業所（久原）くはら 0円 1,500円 0972-64-0133 0972-64-0131

区分 入会金 年会費 入会初年度 翌年度以降

日本協会 1,000円 5,000円
9,500円 8,000円

大分県協会 500円 3,000円

地域協 ※地域協により異なりますので、下記をご確認ください

杵築市・臼杵市 等
個人会員（会員数）13名

大分県協会は、介護支援専門員の職能団体として、県内の
各地域協と大分県介護支援専門員協会・日本介護支援専
門員協会の一本化（３層構造）となっています。
入会手続きは、各地域協が担当しています。

平成30年9月8日現在
（実務従事者 約2,150名のうち）

*県協会会員数：971名
～平成30年度まだまだ入会受付中～

◇入会申込書を各地域協・事務局にご提出ください。
また、大分県協会・事務局でも受け付けておりますの
で、大分県協会宛にFAX(097-504-7501)で
お申し込みください。担当の地域協から入会手続き
についてご案内します。

特定非営利活動法人
大分県介護支援専門員協会
＜事務局＞〒870-1133

大分県大分市宮崎1367-1 甲斐ビル215号
TEL:097-504-7500 FAX:097-504-7501

H30～
New





（第１号様式）

年 月 日
日本介護支援専門員協会
大分県介護支援専門員協会 行
地域介護支援専門員協会・協議会

私は、貴会の目的に賛同し、入会を申し込みます。

介

護

支

援

専

門

員

情

報

　　　　　　　-　　　　　　-

FAX　　　　　　　-　　　　　　-

特定施設入所者生活介護 ・ その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

居宅介護支援事業所 ・ 介護老人福祉施設 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護療養型医療施設所

属

機

関

・

勤

務

先

事業所名

フリガナ

男　　・　　女

　〒　　　　　　-

氏　　名

所属する

地域協

組織名 協会・協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

平成30年度 正会員 入会申込書（キャンペーン専用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

生年月日 昭和　・　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日 性　別

平成

　　　　　　　-　　　　　　-

住　所

会員番号

地域包括支援センター ・ 小規模多機能型居宅介護 ・ 認知症対応型共同生活介護

　医師 ・ 歯科医師 ・ 薬剤師 ・ 保健師 ・ 看護師 ・ 准看護師

登録番号

　管理栄養士 ・ 栄養士 ・ 訪問介護員 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　）

　〒　　　　　　-

　　　　　　　-　　　　　　-

E-Mail

介護支援

専門員

取得時

の

資格

電　話

　歯科衛生士 ・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、灸師 ・ 柔道整復師

所在地

※事務局記入欄

　理学療法士 ・ 作業療法士 ・ 社会福祉士 ・ 精神保健福祉士 ・ 介護福祉士

自

　

宅
FAX電　話

E-Mail

種　別

法人名

※ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・各種案内・アンケートのお願い等に使用させていただきます。

自　宅　・　所属機関

希望する　　・　　希望しない
情報提供方法

日本協会メールマガジン

E-Mail自　宅　・　所属機関

キャンペーン

特典

先着30名限り

※希望するどちらかを○で囲んでください！

郵送先

特典A：『月刊ケアマネジャー』

新規入会より直近３か月分無料進呈

特典B：『ケアマネジャー手帳2019』

新規入会で無料進呈

特定非営利活動法人　大分県介護支援専門員協会 （18_cam）


