2017年度

スタッフの社会活動総覧
北海道総合福祉研究センター

※次の略式名称を使っています。
（社）：社会福祉法人（株）：株式会社（財）：財団法人（特非）：特定非営利活動法人（医社）：医療法人社団
（公）：公益財団法人（合同）：合同会社

年月日
2017.
4. 7
2017.
4. 8
2017.
4. 8
2017.
4.15
2017.
4.16
2017.
4.20
2017.
4.21
2017.
4.24
2017.
4.24
2017.
4.25
2017.
4.25
2017.
5. 8

2017.
5. 9

2017.
5.15
2017.
5.16
2017.
5.18
2017.
5.18
2017.
5.19
2017.
5.19
2017.
5.22
2017.
5.23
～5.24
2017.
5.23
～5.24

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
グループホーム職員研修
講義「職員集団のチームワーク」
個別面談「介護の専門家としての働き方」
児童デイサービス開設準備のための職員研修
講義「児童デイサービスの管理者業務を理解する」
グループホーム職員研修
個別面談「職員集団形成のためのアセスメント」
介護職員初任者研修
講義「介護の基本的な考え方」
傾聴ボランティア養成研修 初級
講義「傾聴の基本」
ケアワーカーズ勉強会
講義「自分の話す“コトバ”について」
傾聴ボランティア アクティブ17学習会
講義「認知症家族への傾聴 ～認知症を正しく理解する～」
介護職員スキルアップ研修 グループホームリーダー職員研修
講義・討論「職員のやる気を引き出す管理者の役割について」
介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修
講義「介護記録の書き方」
平成29年度第１回介護者家族の集い
講義「車椅子と歩行器の介助の仕方 ～屋外を移動してみましょう～」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホームリーダー職員研修
講義・討論「中間管理職に求められる役割について」
グループホーム職員研修
講義「利用者本位の介護をするために
～利用者を理解するために認知症を正しく理解する～」
個別面談「職員集団の中の自分の役割について考える」
グループホーム職員研修
講義「利用者本位の介護をするために
～利用者を理解するために認知症を正しく理解する～」
個別面談「職員集団の中の自分の役割について考える」
傾聴ボランティア養成研修 中級編第１日
講義「傾聴の意義と目的」
重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
講義「介護概論」
実習「基本介護技術」
介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修
講義「利用者を丁寧に理解することの大切さを考える」
介護職員スキルアップ研修 居宅介護支援事業所職員研修
講義「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する」
介護職員スキルアップ研修 社会福祉協議会事務局職員研修
講義「社協職員として求められていること」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム３年未満職員研修
講義・討論「特養は入所者にとってどのような場か？
特養は職員にとってどのような場か？」
傾聴ボランティア養成研修 中級編第２日
講義「傾聴の基本的技法」
重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
実習「重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術」
実習「外出介護技術」
重度訪問介護従業者養成研修追加課程
実習「介護技術」
講義「コミュニケーション技術」
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（一社）：一般社団法人

主

催

者

名

(株)慈光

(株)慈光
(株)慈光
(株)富川グロリアホーム
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
北海道総合福祉研究センター
アクティブ17
苫前町
苫前町
苫前町
苫前町
(株)慈光

(株)慈光

(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
北海道総合福祉研究センター

苫前町
苫前町
苫前町
苫前町

(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
北海道総合福祉研究センター

北海道総合福祉研究センター

年月日
2017.
5.24
2017.
5.25
2017.
5.29
2017.
5.29
2017.
5.30
2017.
6. 4
2017.
6. 6

2017.
6.10
～6.11
2017.
6.20

2017.
6.22
2017.
6.28
2017.
7. 1
2017.
7. 8
2017.
7.10
2017.
7.12
2017.
7.14
2017.
7.15
2017.
7.19
2017.
7.20
2017.
7.20
2017.
7.21
2017.
7.28
2017.
7.29

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所職員研修
(合同)自然と発達
講義「虐待の前の前の前」
サンシャインキッズ
ケアワーカーズ勉強会
北海道総合福祉研究センター
講義「コトバのもつ意味“自分”を表現するコトバ」
重度訪問介護従業者養成研修追加課程
北海道総合福祉研究センター
講義「緊急時の対応」
介護職員研修
(株)富川グロリアホーム
講義「ケアマネジメントを改めて考える ～ケアプランを読み解く～」
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所職員研修
(合)自然と発達
講義「児童デイサービスの社会的役割と職員の心構え」
サンシャインキッズ
見学実習・討論「児童デイサービスわくわくシードの療育を学ぶ」
苫小牧傾聴ボランティアグループ 市民公開講演会
苫小牧傾聴ボランティア アガペ
講演「高齢者への傾聴 ～心に寄り添うために～」
ーの会
認知症サポーターステップアップ講座
上砂川町地域包括支援センター
講演「認知症の知識を深めよう
～認知症疾患の特徴と認知症の人とのコミュニケーション～」
グループワーク「あなたならどのような対応をしますか」
講義「『驚かせない』
『急がせない』
『自尊心を傷つけない』対応のポイントについて」
日本福祉大学同窓会代表者会議 in 名古屋
日本福祉大学同窓会
全体会議「2016年度活動報告・2017年度活動計画」
ブロック会議「北海道ブロック2016年度活動報告・2017年度活動計画」
認知症サポーターステップアップ講座
上砂川町地域包括支援センター
講演「地域で支え合うことを考える」
グループワーク「『事例－お金盗ったでしょ！』～どこが良かった？悪かった？」
講義「私たちにできることは？ ～一歩ふみだそう～」
ケアワーカーズ勉強会
北海道総合福祉研究センター
講義「“他の人に求めるもの”は何ですか？」
札幌市介護サポートポイント事業 介護サポーターフォローアップ講座
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「心をつなぐ話の聴き方
札幌市ボランティア活動センター
～ボランティア活動に役立つ傾聴のコツ～」
苫小牧傾聴ボランティアグループ 傾聴ボランティア養成講座
苫小牧傾聴ボランティア アガペ
講義「高齢者への傾聴 ～認知症への理解と傾聴～」
ーの会
介護職員初任者研修
(株)富川グロリアホーム
講義「介護過程の基本的理解１」
講義「介護過程の基本的理解２」
ボランティアポイント制度研修会
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「地域福祉活動に役立つコミュニケーション」
平成29年度雨竜町生活支援事業に伴うボランティア活動研修会
(社)雨竜町社会福祉協議会
講義「高齢者も支える側に ～認知症高齢者を地域で支える～」
平成29年度『ボランティア「はじめて」講座』
(社)札幌市清田区社会福祉協議会
講義「ボランティア活動に役立つ！～傾聴ボランティアとは～」
介護職員初任者研修
(株)富川グロリアホーム
講義「これまでの初任者研修を振り返って」
講義・事例検討
「介護の専門家として ～何をどのように考えるべきでしょうか？～」
ケアワーカーズ勉強会
北海道総合福祉研究センター
講義「“厳しく自分に求めるもの”とはどのようなことですか？」
介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修
苫前町
講義「介護記録の書き方」
介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修
苫前町
講義・討論「自分たちが書いている記録を深く読み込む」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム中堅職員研修
苫前町
講義・討論「特養は入所者にとってどのような場か？
特養は職員にとってどのような場か？」
平成29年度第１回認知症支え合い員フォローアップ講座
(社)北広島市社会福祉協議会
講義「認知症の方への傾聴について」
グループホーム介護職員研修その１
(株)慈光
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～歩行のメカニズムと体位交換の方策～
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年月日
2017.
7.29
2017.
7.29
2017.
7.31
2017.
8. 2
～8. 4

2017.
8.21
2017.
8.22
2017.
8.24
2017.
8.25
2017.
8.30
2017.
8.31
2017.
9. 1
2017.
9. 2
2017.
9. 5
2017.
9.11
2017.
9.12
2017．
9.13
2017.
9.15
2017.
9.21

2017.
9.21

2017.
9.21
2017.
9.22
2017.
9.26

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
グループホーム介護職員研修その２
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～歩行のメカニズムと体位交換の方策～
介護職員等研修
講演「実例から学ぶ 虐待をしない・させない覚悟」
地域支え合い活動講演会・生活支援サポーター養成講座第１回
講演「地域での暮らしと支え合い」
WAIWAI キャンプ2017夏 Ver.
講話「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」
講話「特別養護老人ホームって？」
講義・介護技術体験「車椅子を“押す”って、どんなこと？」
講話「体験学習の前に知っておきたいこと」
24時間体験実習「特別養護老人ホームに宿泊して」
グループワーク「大反省会」
介護職員研修
講義「ケアマネジャー受験対策①」
平成29年度生活支援サポーター養成講座第２回
「この町で輝く 安心して暮らすための支え合い活動」
講演「よりよい支え合いを実現しよう」
ケアワーカーズ勉強会
講義「自分を“最高に甘やかす”としたらどうする？」
傾聴から学ぶボランティア研修会
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」
障がい者支援施設職員研修第１回
講義「利用者支援の基本としての接遇」
平成29年度現任専門職研修事業「介護リーダー研修・初級編」
講義「望まれるリーダー像とは」
講義「チームのコミュニケーションについて考える」
傾聴ボランティア養成研修 実践編第１日
講義「日常生活における実践」
会員研修
講義・実技「身体介護の援助技術と理論Ⅱ」
生活支援サポーター養成講座第３回
「このまちで輝く ～安心して暮らすための支え合い活動～」
講演「支え合うための会話術」
平成29年度小地域ネットワーク講座「このまちで輝く」
講演「仲間がいるから出来る事」
札幌市豊平区創造学園第42期教養科
講義「バリアフリー ～ともに生きる」
高齢者施設介護職員研修会
講義「利用者にとって自分はどう見えているのか」
傾聴ボランティア養成研修 実践編第２日
講義「日常会話における傾聴の実践」
ライブリーケア中銀職員研修その１
講義「ヘルパーの心のあり方」
討論「ヘルパーに被害者意識はないか？専門職としての対応とは？」
事例検討「不安から体調不良を招く高齢者への専門職としての対応」
ライブリーケア中銀職員研修その２
講義「ヘルパーの心のあり方」
討論「ヘルパーに被害者意識はないか？専門職としての対応とは？」
事例検討「閉じこもりがちな高齢者への専門職としての対応」
ケアワーカーズ勉強会
講義「“自分に甘えてきたな”と思う瞬間」
中国残留邦人等にかかる介護支援事業「語りかけボランティア活動研修会」
講義「語りかけボランティアで大切なこと」
～その人の心に寄り添うために～
平成29年度認知症サポーターフォローアップ講座
講演「認知症の方とのコミュニケーションについて」
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主

催

者

名

(株)慈光

斜里町高齢者介護事業所連絡協議
会
(社)上砂川町社会福祉協議会
(社)砂川市社会福祉協議会

(株)富川グロリアホーム
(社)上砂川町社会福祉協議会

北海道総合福祉研究センター
(社)札幌市西区社会福祉協議会
(社)北海道ハピニス
障がい者支援施設グリンハイム
(社)ほくろう福祉協会
札幌シニア福祉機構
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(特非)北海道たすけあいワーカー
ズ
(社)上砂川町社会福祉協議会

(社)上砂川町社会福祉協議会
札幌市月寒公民館運営委員会
グループホームシンフォニ
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(株)中銀ライブリーケア

(株)中銀ライブリーケア

北海道総合福祉研究センター
(社)北海道社会福祉協議会
北海道中国帰国者支援・交流セン
ター
(社)千歳市社会福祉協議会

年月日
2017.
9.26

2017.
9.26
2017.
9.27
2017.
9.29
2017.
9.29
2017.
10. 6
2017.
10.12
2017.
10.14
2017.
10.17
2017.
10.19
2017.
10.20
2017.
10.25
2017.
10.26
2017.
10.26
2017.
10.26
2017.
10.27
2017.
10.29
2017.
11. 1
2017.
11. 7
2017.
11. 8
2017.
11. 9
2017.
11. 9
2017.
11.10
2017.
11.10

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
グループホーム介護職員研修その１
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～ベッド上での体位交換・移乗の介護～
個別面談「介護職員チームの一員としての働き方」
介護福祉士国家試験対策講座
講義「介護職員として覚えておきたい基礎知識」 ～介護保険制度の概要～
グループホーム介護職員研修その２
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～ベッド上での体位交換・移乗の介護～
傾聴ボランティア養成研修 実践編第３日
講義「私たちの暮らしと傾聴」
障がい者支援施設職員研修第２回
講義「利用者支援の基本としての接遇」
傾聴ボランティア アクティブ17学習会
講義「グループ傾聴の留意点」
ケアワーカーズ勉強会
講義「“甘える”とはどのようなことですか？」
平成29年度いきいきライフフェスティバル
講義「話し合ってみませんか。置戸町で自分らしく暮らすために」
札幌市ボランティア活動センター出張研修
講義「なんでも役に立つ！傾聴・コミュニケション力」
障がい者支援施設職員研修
講義「虐待の前の前の前」～虐待をしない・させない職員集団形成の方策～
障がい者支援施設職員研修第３回
講義・討論「利用者支援の基本としての接遇」
民生委員・児童委員連絡協議会研修会
講義「地域で暮らす人々の話を傾聴するために」
介護職員スキルアップ研修 居宅介護支援事業所職員研修
講義・討論「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する
事例検討－長期目標と短期目標の設定の方策 真のニーズの把握とは」
介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修
講義「事故報告からケアと記録を検証する
～事実を正確に記すために必要なこと 裁判に耐え得る記録～」
介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修
講義・討論「新人職員に伝えたい自分たちの仕事の誇り」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホームパート・臨時職員研修
講義・討論「特養は入所者にとってどのような場か？
特養は職員にとってどのような場か？」
第９回全道傾聴フォーラム
第１分科会「お年寄りの心を受け止める」
2017年度『とも』第３回会員研修会
講義・実技「聴覚障害者への車椅子介助」
傾聴ボランティア養成研修中級編第１日
講義「傾聴の意義と目的」
平成29年度「地域福祉推進懇談会」
講演「地域の支え合い ～福祉とは、ひとりひとりを大切にすること～」
グループホーム介護職員研修その１
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～歩行のメカニズムと体位交換・移乗の介護～
介護福祉士国家試験対策講座
講義「介護職員として覚えておきたい基礎知識」～認知症の理解～
グループホーム介護職員研修その２
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～歩行のメカニズムと体位交換・移乗の介護～
児童デイサービス職員研修
講義・討論「運営規定を読み解く」～児童デイサービスの役割を理解するために～
講義「療育記録の書き方」
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主

催

者

名

(株)慈光

(株)慈光
(株)慈光

(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(社)北海道ハピニス
障がい者支援施設グリンハイム
アクティブ17
北海道総合福祉研究センター
置戸町
置戸町地域福祉センター
ＮＴＴ労組札幌退職者の会
「ボランティア・ユーネット」
(社)北海道ハピニス
障がい者支援施設グリンハイム
(社)北海道ハピニス
障がい者支援施設グリンハイム
苫前町
苫前町

苫前町

苫前町
苫前町

北海道総合福祉研究センター
重複聴覚障害者と高齢ろうあ者の
在宅福祉を考える会『とも』
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(社)乙部町社会福祉協議会
(株)慈光

(株)慈光
(株)慈光

(株)慈光

年月日
2017.
11.10
2017.
11.11
2017.
11.11
2017.
11.12
2017.
11.15

2017.
11.17
2017.
11.19
11.22

2017.
11.22
11.23
2017.
11.24

2017.
11.27
2017.
11.27
2017.
11.27

2017.
11.28
2017．
11.29
2017.
11.30
2017．
12. 2

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
介護職員等研修
講演「コミュニケーションのいろはにほへと」 ～信頼関係の構築のために～
平成29年度サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム等高齢者向け住宅相談員
養成研修
講義「傾聴の意義とその技術」
グループホーム介護職員研修その３
講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～歩行のメカニズムと体位交換・移乗の介護～
平成29年度介護職員キャリアアップ研修
講義・実技「当たり前の日常動作から介護の仕方を見直そう」
～人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために～
夢たびヘルパー研修 in 定山渓グランドホテル瑞苑
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～基本編①」
講義・実技「入浴介助」
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～基本編②」
講義・実技「高齢者疑似体験装具装着・介助＆車椅子乗車・介助」
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～移乗編」
講義「まとめ」
ケアワーカーズ勉強会
講義「“自分が誰かに甘える”とはどのようなことですか？」
重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
講義「介護概論」
実習「基本介護技術」
実習「重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術」
実習「外出介護技術」
重度訪問介護従業者養成研修追加課程
講義「コミュニケーション技術」
講義「緊急時の対応」
はじめての傾聴＆ボランティア学習講座
講義「傾聴の基本 ３時間コース」
～話してよかったと思える会話を増やしたい～
～この人になら話してもいいと思ってもらうことから始まる～
～話をする人が望むこととは～
～傾聴とはしっかり話を聴くこと～
～しっかりと話を聴くためのコツ～
介護職員スキルアップ研修 社会福祉協議会事務局職員研修
講義・討論「社協職員として求められていること」
介護職員スキルアップ研修 グループホームリーダー職員研修
講義・討論「職員集団形成の方策について考える」
介護職員スキルアップ研修 居宅介護支援事業所職員研修
講義・討論「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する
事例検討－長期目標と短期目標の設定の方策
真のニーズの把握とは」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホームベテラン職員研修
講義・討論「特養は入所者にとってどのような場か？
特養は職員にとってどのような場か？」
介護予防サポーター養成講座『傾聴講座』
講義「傾聴の基本と実践」
平成29年度現任専門職研修事業「スーパービジョン研修」
講義「スーパービジョンを行うにあたっての基本姿勢」
講義・演習「演習を通じてスーパービジョンの実施方法・技を学ぶ」
傾聴入門講座「気持ちに寄り添うための心構え」
講義「傾聴の基本」
講義「傾聴の心構え」
講義「傾聴の覚悟」
講義「“寄り添うため”の傾聴」
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主

催

者

名

斜里町高齢者介護事業所連絡協議
会
(一社)北海道高齢者向け住宅事業
者協会
(株)慈光

(社)中標津町社会福祉協議会

(株)秋吉

北海道総合福祉研究センター
北海道総合福祉研究センター

北海道総合福祉研究センター

(特非)ワーカーズコープ
札幌市手稲老人福祉センター

苫前町
苫前町
苫前町

苫前町

(社)奈井江町社会福祉協議会
(社)ほくろう福祉協会
札幌シニア福祉機構
北海道総合福祉研究センター
函館蔦屋書店株式会社

年月日
2017．
12. 3

2017.
12. 7
2017.
12. 9

2017．
12.12
2017．
12.14
2017．
12.20
2017．
12.21
2017.
12.21
2018．
1.15
2018．
1.16
2018.
1.18
2018．
1.19
2018．
1.22
2018．
1.23
2018.
1.25
2018.
1.25
2018.
1.26
2018.
1.26

2018．
1.29
2018．
1.31
2018．
2. 6
2018．
2.13

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
介護福祉士国家試験直前対策講座
北海道総合福祉研究センター
講義「国家試験の仕組みとポイント」
函館蔦屋書店株式会社
講義「介護の基本理念と基礎知識」
講義「制度と法律、社会福祉の基礎知識」
講義「残り１ヶ月間の受験対策」
介護職員初任者研修継続研修会・福祉セミナー
(社)白老町社会福祉協議会
講義「認知症高齢者とのコミュニケーション方法」
～認知症への理解と傾聴～
夢たびヘルパー研修 in 東京都町田市
(株)秋吉
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～基本編①」
講義・実技「入浴介助」
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～基本編②」
講義・実技「高齢者疑似体験装具装着・介助＆車椅子乗車・介助」
講義・実技「上質な身体介護サービスを提供するために～移乗編」
講義「まとめ」
東区ボランティア入門講座第１日
(社)札幌市東区社会福祉協議会
講義「コミュニケーション力を高めよう！！～ボランティアに必要なことって？～」
東区ボランティア入門講座第２日
(社)札幌市東区社会福祉協議会
講義「傾聴ボランティアについて ～寄り添うってどんなこと？～」
グループホーム介護職員自主学習会
グループホームシンフォニ
講義・討論「虐待の前の前の前
～虐待をしない・させない職場づくり～」
アクティブボランティア養成講座
(社)月形町社会福祉協議会
講義「傾聴一日講座」
ケアワーカーズ勉強会
北海道総合福祉研究センター
講義「“甘え”の反対はどのようなことですか？」
傾聴ボランティア講座 上級編第１日
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「傾聴の基本」
札幌市ボランティア活動センター
上砂川町認知症施策・ケア向上推進事業「認知症対応力向上学習会」
上砂川町地域包括支援センター
講義「認知症を正しく理解して尊厳のある関わりをする」
ケアワーカーズ勉強会
北海道総合福祉研究センター
講義「家族の中での自分の立ち位置」
札幌市ボランティア活動センター出張講座
札幌市
講義「観光ボランティアとしての接遇と傾聴
札幌市観光ボランティア連絡会
～“この人に尋ねてよかった”と思っていただけるために～」
傾聴ボランティア講座 上級編第２日
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「傾聴の応用的技法①」
札幌市ボランティア活動センター
平成29年度『ボランティア講座』中級編
(社)札幌市清田区社会福祉協議会
講義「傾聴ボランティアってどんなもの？」
介護職員スキルアップ研修 グループホーム管理職研修
苫前町
講義・討論「運営サイドの意思統一の必要性」
介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修
苫前町
講義・討論「ホームヘルプサービスの質の向上を目指して」
寿いきいき教室
苫前町
講義「認知症の介護が始まる前に知っておきたいこと」
介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホームリーダー職員研修
苫前町
講義・討論「特養は入所者にとってどのような場か？
特養は職員にとってどのような場か？
中間管理職は、職員をどのように導くのか？」
傾聴ボランティア講座 上級第３日
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「傾聴の応用的技法②」
平成29年度『ボランティア講座』中級編
(社)札幌市清田区社会福祉協議会
講義「傾聴ボランティアってどんなもの？」
上砂川町認知症施策・ケア向上推進事業「認知症対応力向上学習会」
上砂川町地域包括支援センター
講義「認知症を正しく理解して尊厳のある関わりをする」
平成29年度生活支援ボランティア養成講座
(社)砂川市社会福祉協議会
講義「高齢者の『こころ』と『からだ』」
講義・実技「安心して移動するために ～移動介助～」
講義「認知症への正しい理解」
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年月日
研修･講演会等の名称ならびにタイトル
2018． ボランティアスクール
2.15 講義「地域における支え合い」
2018． ケアワーカーズ勉強会
2.15 講義「社会の中での自分の立ち位置」
2018． 平成29年度生活支援おもいやりサポーター養成講座
2.16 講義「ボランティアとしての心構え」
2018.
介護職員スキルアップ研修 居宅介護支援事業所職員研修
2.20 講義・討論「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する
～スーパーバイズの方策～」
2018.
介護者家族の集い
2.21 講義・実技「福祉用具の使い方
～入浴補助機器・車椅子・手摺りを実際に使ってみる～」
2018． 平成29年度生活支援おもいやりサポーター養成講座
2.22 講義・演習「信頼関係を築くコミュニケーション」
2018． 認知症サポータースキルアップ研修会
2.25 講義「相手の心に寄り添うために ～傾聴の心構えと手法～」
2018． 平成29年度生活支援ボランティア養成講座
2.27 講義「相手の心へ寄り添うために ～傾聴の心構えと手法～」
2018.
傾聴ボランティア養成研修 実践編第１日
3. 1 講義「日常生活における実践」
2018.
傾聴ボランティア養成研修 実践編第２日
3. 8 講義「日常会話における傾聴の実践」
2018． ボランティアフェスティバル
3.11 講演「ボランティアに活かす傾聴」 ～地域支え合いのまちづくりへ～
2018.
傾聴ボランティア養成研修 実践編第３日
3.15 講義「私たちの暮らしと傾聴」
2018． ケアワーカーズ勉強会
3.15 講義「仕事を引退したときの自分の立ち位置」
2018． 生活支援担い手研修会
3.16 講義・演習「聴き上手からはじめるコミュニケーション」
講義「相手のこころに寄り添った活動をするために」
2018． 認知症サポータースキルアップ研修会
3.18 講義「相手の心に寄り添うために ～日常会話での傾聴の実践～」
2018． 平成29年度すこやか福祉市民講座
3.20 講義「認知症の介護が始まる前に知っておきたいこと」
2018． 平成29年度生活支援おもいやりサポーター養成講座
3.22 講義・演習「傾聴の基本」
2018． 介護職員研修・講師力養成研修会
3.23 講義「初任者研修講義のポイント」
2018． 多機能ホーム介護職員研修
3.24 講義・実技「新設多機能ホームの設備を使いこなすために」
～人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために～
講義・実技「浴室の機能を使いこなす入浴の介護の方法」
講義・実技「洋式トイレの機能を使いこなす排泄介護の方法」
個別面談「新年度のリーダー業務と職員の連携について」
2018． グループホーム介護職員研修
3.25 個別面談「中間管理職としてのリーダー業務と職員集団の形成について」
2018.
WAIWAI キャンプ2018春 Ver.第１日
3.27 講義「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」
講義「人を大切にするコミュニケーション」
講義「認知症を正しく理解するために」
～明日のデイサービスセンター訪問のための心得～
2018.
WAIWAI キャンプ2018春 Ver.第２日
3.28 一日体験実習「デイサービスセンター、認知症対応型デイサービスセンター、
リハビリ特化型デイサービスセンター訪問」
2018． 介護職員研修
3.29 講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」
～30
～体位交換・移乗・入浴の介護を学ぶ～
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主

催

者

名

(社)奈井江町社会福祉協議会
北海道総合福祉研究センター
(社)芦別市社会福祉協議会
苫前町

苫前町

(社)芦別市社会福祉協議会
浦河町地域包括支援センター
(社)浦河町社会福祉協議会
(社)砂川市社会福祉協議会
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
(社)足寄町社会福祉協議会
(社)札幌市社会福祉協議会
札幌市ボランティア活動センター
北海道総合福祉研究センター
(社)登別市社会福祉協議会

浦河町地域包括支援センター
(社)浦河町社会福祉協議会
(社)歌志内市社会福祉協議会
(社)芦別市社会福祉協議会
(株)富川グロリアホーム
(株)慈光

(株)慈光
(社)砂川市社会福祉協議会

(社)砂川市社会福祉協議会

(株)タクマ

