
県内の介護福祉士養成校の様子や、元気
いっぱいの学生の声を届けます！ あなた
たちこそ、未来のケアニンだ！！！

輝く未来のケアニンたち！
～三重県内の介護福祉士養成施設で学ぶ学生たち～

視聴・参加無料
インターネット通信料はご負担ください

。

申込締切：令和2年11月1日（日）　どなたでもお申込みいただけます。

公開日：令和2年11月９日（月）～15日（日）

特別講演会

定 員 ： 500名
※定員超過の場合は抽選

 劇作家・演出家・女優　渡辺えり 氏

令和2年
 11月13日（金）
 　　 14日（土）

公開日

「愛し方はみんな違う。悔しくても
情けなくても私は愛したい」

オンライン上映会 ①

定 員 ： 200名
※定員超過の場合は抽選

令和2年
 11月15日（日）

公開日

「ケアニン～こころに咲く花～」
©2020「ケアニン2」製作委員会

Web版 みえ介護フェア2020
への参加、イベントへの申込、
応募はこちらから！

三重県民のみなさまに、介護を身近に感じていただくための
7日間！ おうち時間で参加して、介護に触れてみませんか？
各コンテンツを視聴して、アンケートに回答して豪華景品
ゲットのチャンス！

福祉・介護機器、
介護ロボット等の紹介（仮）

介護の現場で使用される最新の
福祉機器・介護ロボットを紹介
します！ 想像の１００倍かっこいいぞ～！！

応募
　

受付
中！！

介護を受けられている方とその家族
の様子を撮影したお写真を募集して
います！

応募締切：令和2年11月1日（日）

わたしの介護
フォトコンテスト

P r e s e n t

※写真はイメージです。

受賞者には豪華賞品をプレゼント！
フェア期間内に参加者による投票も実施
します！ あなたの一票が力になる！！
※応募方法については裏面をご覧ください♪

2020年

11/9  ～15月 日

申込・応募

福祉・介護の現場での活躍を目指して頑張る
高校生の声を聴いてください。一生懸命頑張って
いる姿から、感じられるモノがあるはず！

福祉・介護を学ぶ
高校生の声

介護のお仕事ってどんなもの？
動画を観て、クイズに答えて景品を
ゲットしよう！

のぞいてみよう！
介護のお仕事

介護の現場で働くプロの技術を学んで
みよう！ プロの圧巻の技術に感動！ 応援
メッセージを送って盛り上げよう！

みえ介護技術
コンテスト

オンライン上映会 ②

令和2年
 11月15日（日）

定 員 ： 200名
※定員超過の場合は抽選

公開日

「僕とケアニンとおばあちゃんたちと。」
©映画「僕とケアニン」製作委員会

詳細は、裏面を

　　　ご確認く
ださい！

Web版

事前
申込制

全国初

上映時間：101分 上映時間：70分

メイン
コンテンツ



みえ介護技術
コンテスト

介護の魅力発信と資質向上のため、毎年開催
していますが、今年度は、投稿動画により実施
します。現場の第一線で働く介護職の“プロの
技”をご覧ください。

輝く未来のケアニンたち！
～三重県内の介護福祉士養成施設で学ぶ学生たち～
県内で介護福祉士を目指し学ぶ、年齢や国籍
など多種多様な約300名の学生のオモイをぜ
ひ受け取ってください！ 別コンテンツ「介護を学
ぶ高校生の声」と見比べても楽しいぞ～！

福祉・介護を学ぶ
高校生の声

県内の福祉課程を有する高等学校とそこで
学ぶ高校生にご協力いただき、動画を作成。
動画を視聴して、福祉・介護分野のお仕事に
興味をもっていただけるとサイコー！ です。

福祉・介護機器、
介護ロボット等の紹介（仮）

三重県内の福祉施設・介護の現場で活用して
いる福祉機器・介護ロボットをご紹介♪最新技術
やデジタル技術で、福祉・介護はもっと豊かに。
あなたの介護のイメージが変わります！

のぞいてみよう！
介護のお仕事

知っているようで、知らない介護のお仕事。
小学生から大人の方まで視聴いただける動画
です！ 動画視聴後のクイズに答えた正解者の
中から抽選で賞品をプレゼントします！

特設サイトの閲覧や動画視聴等には、パソコン、
スマートフォン等でのインターネット環境が必要です。

通信料は自己負担となります。

11月11日の介護の日に合わせて、
「Ｗｅｂ版 みえ介護フェア2020」を開催！
今回で3回目となる「みえ介護フェア」
は、新型コロナウイルスの感染拡大の
観点から、全国初！ インターネットを
利用した特設サイト上で実施します！

介 護 フ ェ ア と は

TEL 059-227-5160 （平日 9：00～17：00）
FAX  059-222-0170
http://www.miewel-1.com/jinzai/

〒514-8552 三重県津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館２階

オンライン上映会

❶「ケアニン～こころに咲く花～」

事前
申込制

©2020「ケアニン2」製作委員会
2017年の劇場公開後、上映会は国内外で
1,300回を超えて開催され続けている映画
『ケアニン～あなたでよかった～』の新作です！

　　　　　　特別養護老人ホームで働く介護
福祉士の大森圭。圭は入所してきた認知症の
老婦人・美重子の夫、達郎のある「願い」を知
ることになる―。

S t o r y

上映時間：101分

❷「僕とケアニンとおばあちゃんたちと。」
©映画「僕とケアニン」製作委員会

　　　　　　介護に馴染みのない若者が、映
画「ケアニン あなたでよかった」のモデル施
設に1年間密着。話題の介護施設のウラやオ
モテ、その秘密も明らかに。

S t o r y

上映時間：70分

2020年

11/9  ～15月 日

Web版

三重県内29市町／三重県内29市町教育委員会／三重県内２９市町社会福祉協議会／
NHK津放送局／三重テレビ放送局／三重エフエム放送株式会社

後　　援

イオンモール津南特別協力

三重県／社会福祉法人 三重県社会福祉協議会主　　催

介護人材確保対策連携推進協議会
三重労働局／三重県教育委員会／公益財団法人介護労働安定センター三重支所／三重県老
人福祉施設協会／三重県老人保健施設協会／三重県デイサービスセンター協議会／一般社
団法人三重県地域密着型サービス協議会／三重県地域福祉活動推進協議会／三重県介護福
祉士養成施設協議会／一般社団法人三重県介護福祉士会／公益社団法人三重県看護協会

協　　力

特別講演会
 劇作家・演出家・女優　渡辺えり 氏

「愛し方はみんな違う。悔しくても
情けなくても私は愛したい」

P r o f i l e

講演時間：30分（予定）

事前
申込制

劇作家・演出家・女優

渡辺 えり

1955年1月5日生まれ、山形県出身。
20年主宰した「劇団３〇〇」を経て、現在、演
劇制作集団「オフィス３〇〇（さんじゅうまる）」
を母体に意欲作を数々と発表。劇作家、演出
家、女優として舞台やテレビドラマ、映画等の
映像作品など、その活躍分野は幅広く、ＣＤ、
ライブなどの音楽活動も活発に展開中。ま
た、次世代の演劇空間の創造を目指し、若手
の育成にも努めている。2018年より日本劇
作家協会会長に就任し、コロナ禍での文化芸
術への支援を求める活動などにも精力的に
取り組んでいる。

わたなべ

Web版 みえ介護
フェア2020の詳細
は、Webをご覧くだ
さい。

詳しくはWebで！

イベントに関する
お問合せ先

Web版 みえ介護フェア20２０ 事務局
社会福祉法人三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター

専用応募フォーム
https://mie-kaigofair.jp/photocon

どなたでも応募していただけます。
※受賞作はペンネームでの掲載も可能
※プロのカメラマンの方は不可

介護を受けている方とその家族が
ふれあうスナップ写真。介護の素晴
らしさ、楽しさ、やりがい、感謝等が
伝わるお写真を募集します。

専用応募フォームから応募者情報
を入力し、投稿してください。

11/1（日） 17：00まで

応募資格：

テ ー マ：

応募方法：

応募締切：

SNSでも情報を発信しています！

視聴・参加は無料！！
介護に興味をお持ちの方や、介護に携
わったことのない方の参加をお待ちし
ています！ぜひ、お気軽にご覧ください！

わたしの介護フォトコンテスト

※１回の送信につき作品は１点
のみ。応募はお1人３点まで
とさせていただきます。


