2018年度

社会活動総覧
合同会社

年 月 日
2018. 4. 9

2018. 4.18
2018. 4.19
2018. 4.19
2018. 4.20
2018. 4.23
2018. 4.23
2018. 4.24
2018. 4.26
2018. 4.30
2018. 5. 8
2018. 5. 8
2018. 5. 8

2018. 5. 9
2018. 5.11
～5.13

2018. 5.17
2018. 5.17
2018. 5.18
2018. 5.18
2018. 5.26

2018. 5.30
2018. 5.31
2018. 6. 2

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
「夢たびヘルパー」実地研修
模擬日帰り旅行「タクシーにてご自宅へのお迎えから箱根観光・食事
・ホテルにて入浴 ・ご自宅へのお見送りまで」
講義・実習「おもてなしの心を表現する極上の介護」
札幌市ボランティア研修出張研修 つばさサロン
講義「何にでも役立つ！傾聴・コミュニケーション」
傾聴ボランティア養成研修初級編
講義「傾聴の基本」
たすけあいワーカーズそよ風学習会
討論「自分の『抱負』を語る」
傾聴ボランティアアクティブ17学習会修
講義「人の痛さや辛さを理解する・当事者になる・思いに寄り添う」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホーム管理職研修
講義「働きやすい職場環境と管理職員の役割」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 訪問介護事業所職員研修
講義「訪問介護員の心構え ～利用者本位に徹する～」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 管理職員個別面談
講義「一人ひとりの職員の気持ちを理解するために」
創造学園豊平塾生涯学習
講義「地域社会に役立つ傾聴」
介護職員初任者研修
講義「介護の基本的考え方」
介護職員スキルアップ研修会 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」
介護職員スキルアップ研修会 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」
介護職員スキルアップ研修会 上級者コース 『極上の介護』編
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」
～自分の身体の動きを「感じる」を意識する～
介護職員スキルアップ研修会 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」
重度訪問介護従業者養成研修
講義「介護概論」
講義・実習「基本介護技術」
講義・実習「外出介護技術」
講義「緊急時の対応」
講義・実習「介護実習」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホーム職員研修
講義「事例検討会 ～介護職員が忘れてはいけない大切なこと～」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 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」
苫前町職員スキルアップ研修会 社会福祉協議会事務局職員研修
講義「社会福祉協議会職員として求められていること」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 特別養護老人ホームリーダー研修
面談「リーダーの心構え ～職場内の連携に大切なこと～」
介護職員初任者研修
講義「介護過程の基礎的理解１」
講義「介護過程の基礎的理解２」
札幌市ボランティア活動センター「障がい者講師スキルアップ研修」
講義「思いを伝える話し方講座」
重度訪問介護事業所新人ヘルパー研修
講義・同行訪問「利用者本位を貫くケアとは ～在宅介護～」
介護職員初任者研修
講義「研修の振り返り」
講義「就業への備え」
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うぇるかむ
主

代表社員
催

者

池田

ひろみ

名

(株)秋吉

(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
(特非)たすけあいワーカーズそよ風
傾聴ボランティア・アクティブ17
苫前町
苫前町
苫前町
創造学園豊平塾
(株)富川グロリアホーム
(株)慈光
(株)慈光
(株)慈光

(株)慈光
(特非)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
(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
(株)ステア
重度訪問介護事業所ステア
(株)富川グロリアホーム

年 月 日
2018. 6. 7
2018. 6. 7
2018. 6.16
2018. 6.21
2018. 6.30
2018. 7. 2

2018. 7. 3

2018. 7. 4
2018. 7. 5
2018. 7. 5
2018. 7. 5
2018. 7. 6

2018. 7.10
2018. 7.11
2018. 7.14
2018. 7.17

2018. 7.18
2018. 7.19
2018. 7.24

2018. 7.24

2018. 7.25

2018. 7.27
2018. 8. 9

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
重度訪問介護事業所新人ヘルパー研修
講義・同行訪問「利用者本位を貫くケアとは ～外出介護～」
たすけあいワーカーズそよ風学習会
討論「自分の『目標』を語る」
傾聴養成研修
講義「高齢者への傾聴 ～認知症の人の心に寄り添うために～」
平成30年度上砂川町ケアサポーター養成研修 第１回
講義「福祉とは一人ひとりを大切にすること」
傾聴ボランティア講座 第１日
講義「傾聴の基本 ～傾聴の心構え～」
介護予防・日常生活支援総合事業 地域介護予防活動支援事業
ささえあいパートナー養成講座・フォローアップ研修
講義「身近なささえあい『集いの場づくり』を考える」
介護予防・日常生活支援総合事業 地域介護予防活動支援事業
置戸町ボランティア研修会
講義「ボランティア活動の基本・マナー」
傾聴ボランティア養成研修 上級編 第１回
講義「傾聴の基本」
介護職員スキルアップ研修会 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」
介護職員スキルアップ研修会 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」
ボランティア団体ほほえみの会研修
講義「ボランティアの心構え」
介護職員スキルアップ研修会 上級者コース 『極上の介護』編
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」
～「触れる」に心をこめる～
札幌市ボランティア研修出張研修 藤ヶ丘西町内会女性文化部・福祉部
講義「何にでも役立つ！傾聴・コミュニケーション力」
傾聴ボランティア養成研修 上級編 第２回
講義「傾聴の応用的技法」
傾聴ボランティア講座 第２日
講義「傾聴の技法 ～あいづちとうなずき～」
「夢たびヘルパー」実地研修 札幌市定山渓温泉ホテル瑞苑
講義・実習「おもてなしの心を表現する『極上の介護』
」
講義・実習「移動・移乗のお手伝い ～歩くの動作～」
講義・実習「大浴場での入浴のお手伝い」
講義・実習「衣服着脱のお手伝い」
講義・実習「右片麻痺疑似体験セットを装着して」
講義・実習「車椅子での移動のお手伝い・車椅子で介助を受ける」
傾聴ボランティア養成研修 上級編 第３回
講義「傾聴を実践するための基本的理解」
たすけあいワーカーズそよ風学習会
討論「自分の『課題』を語る」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 特別養護老人ホーム中間管理職
研修
講義「部下達に伝えたいことを伝える努力の必要性」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 訪問介護事業所職員研修
講義「訪問介護計画書の見直しとその根拠について」
～利用者の変化に合わせてアセスメントを取り直そう～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 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」
～事例検討を通して「利用者本位」の考え方を学ぶ～
平成30年度上砂川町ケアサポーター養成研修 第２回
講義「伝え方と聴き方 ～寄り添うことの大切さ～」
平成30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･演習「チームのコミュニケーションについて考える」
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主 催 者 名
(株)ステア
重度訪問介護事業所ステア
(特非)たすけあいワーカーズそよ風
苫小牧傾聴ボランティア

アガペーの会

(社)上砂川町社会福祉協議会
(社)小樽市社会福祉協議会
置戸町
置戸町地域福祉センター
置戸町
置戸町地域福祉センター
(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
(株)慈光
(株)慈光
ほほえみの会
(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)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)小樽市社会福祉協議会
(株)秋吉

(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)たすけあいワーカーズそよ風
苫前町

苫前町

苫前町

(社)上砂川町社会福祉協議会
(社)ほくろう福祉協会
札幌シニア福祉機構

年 月 日
2018. 8.17
2018. 8.18
2018. 8.20
2018. 8.20
2018. 8.20
2018. 8.21
2018. 8.24
2018. 8.28
2018. 8.29
2018. 8.29
2018. 8.30

2018. 8.30

2018. 8.31
2018. 9. 3
2018.10.22

2018.10.23
2018.10.24

2018.10.31
2018.11. 2
2018.11.11

2018.11.17

2018.11.20
2018.11.22

2018.11.27
2018.11.28

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
障がい者支援施設職員接遇研修 第１回
講義「働きやすい職場づくり」
傾聴ボランティア講座 第３日
講義「相手の心に寄り添う傾聴 ～日常会話での傾聴の活用～」
介護職員スキルアップ研修会 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」
介護職員スキルアップ研修会 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」
斜里町介護事業所連絡協議会 介護職員スキルアップ研修 第１回
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」
介護職員スキルアップ研修会上級者コース 『極上の介護』編
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」
キャリアパス支援研修
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」
ボランティア入門研修
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」
平成30年度生活支援おもいやりサポーター養成講座
講義「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい」
上砂川町認知症対応力向上学習会 第１回
講義「認知症を正しく理解して尊厳のある関わりをする」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 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」
～事例検討を通して自己覚知する～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 社会福祉協議会職員全体研修
講義「社会福祉協議会が本来目指すべき姿」
～それぞれの思いをお互いに理解する～
介護者家族の集い
講義「家族介護の実際 ～要介護者とのコミュニケーション～」
平成30年度上砂川町ケアサポーター養成研修
講義「認知症の人にやさしいまちづくり」
平成30年度日高管内老人福祉施設協議会職員研修
講義「認知症を正しく理解する」
～プロとして丁寧に対応するために～
平成30年度十勝北部ブロック民生委員児童委員研修会
講義「民生委員児童委員に役立つ傾聴」
上砂川町認知症対応力向上学習会 第２回
講義「認知症高齢者を丁寧に理解するための視点を学ぼう」
～利用者本位のケアの実現のために話し合おう～
平成30年度乙部町地域福祉推進懇談会
講義「地域における支え合い」
平成30年度ボランティア講座
講義「ボランティア活動に役立つ！ ～傾聴ボランティアとは～」
第10回全道傾聴フォーラム
分科会「『傾聴』は自立の支援に絶対必要」
～母として、人材育成者として～
平成30年度とかちボランティア研修交流会
講演「地域に求められる これからのボランティア」
分科会「ボランティアを育てる 仕掛けづくりとは」
傾聴ボランティア養成研修 中級編 第１回
講義「傾聴の意義と目的」
平成30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践方法・技を学ぶ」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 特別養護老人ホーム職員研修
講義「特別養護老人ホームでの看取りを理解する」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホーム職員研修
講義「認知症高齢者を丁寧に理解するための視点を学ぼう」
～アセスメントを充実させ、職員の業務負担を減らそう～
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主 催 者 名
(社)北海道ハピニス
グリンハイム
(社)小樽市社会福祉協議会
(株)慈光
(株)慈光
斜里町介護事業所連絡協議会
(株)慈光
(社)本別町社会福祉協議会
(社)札幌市西区社会福祉協議会
(社)芦別市社会福祉協議会
上砂川町地域支援推進室
上砂川町地域包括支援センター
苫前町

苫前町

苫前町
(社)上砂川町社会福祉協議会
日高管内老人福祉施設協議会

十勝北部ブロック民生委員児童委員連絡
協議会
上砂川町地域支援推進室
上砂川町地域包括支援センター
(社)乙部町社会福祉協議会
(社)札幌市清田区社会福祉協議会
(特非)北海道総合福祉研究センター

とかちボランティアプラザ推進委員会
(社)帯広市社会福祉協議会
(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)ほくろう福祉協会
札幌シニア福祉機構
苫前町
苫前町

年 月 日
2018.11.28

2018.11.30
2018.11.30
2018.12. 1
2018.12. 1
2018.12. 1

2018.12.15
2018.12.18
2018.12.19

2019. 1. 8

2019. 1. 9

2019. 1.11

2019. 1.16
2019. 1.19
2019. 1.22
2019. 1.22

2019. 1.23

2019. 1.23

2019. 1.23
2019. 1.24

2019. 1.26

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
苫前町職員スキルアップ研修会 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」
～社会福祉協議会全体研修の後、考えていること～
介護職員スキルアップ研修会 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」
斜里町介護事業所連絡協議会 介護職員スキルアップ研修 第２回
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」
介護職員スキルアップ研修会 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」
斜里町介護事業所連絡協議会 介護職員リーダー研修
講義･討論「リーダーの役割＝働きやすい職場づくり」
介護職員スキルアップ研修会 上級者コース 『極上の介護』編
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」
～コトバ選びと所作への配慮～
砂川市市民後見人養成研修
講義「対人援助の基本 ～相手の気持ちを聴き切る『傾聴』
」
生活支援サポーター養成講座
講義「コミュニケーションについて ～これであなたも聴き上手」
上砂川町認知症対応力向上学習会 第３回
講義「認知症高齢者を丁寧に理解するための視点を学ぼう」
～介護職員が困ったときはその人を“困っている人”と
理解しよう～
WAIWAI キャンプ2019冬 第１日
講義「ボランティアの心構え」
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』について正しく理解するために」
WAIWAI キャンプ2019冬 第２日
体験実習「デイサービスセンターボランティア体験」
～デイサービスセンターりんごの里
認知症対応型デイサービスセンターりんごの里
リハビリ特化型デイサービスセンターゆうリハ
障がい者支援施設職員介護技術研修 第１回
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」
～自分の身体の動きを「感じる」ことの大切さ～
上砂川町在宅医療・介護連携推進研修会 第１回
講義「医療と介護の連携の必要性について考える」
講師力養成研修
講義「講師力の『基本の“き”
」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 特別養護老人ホーム職員研修
講義「特別養護老人ホームでの看取りを理解する その２」
苫前町民生委員児童委員研修会
講義「地域の支え合いを担うことの大切さ」
～「福祉」とは、一人ひとりを大切にすること～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 社会福祉協議会事務局職員研修
講義・討論「社会福祉協議会の課題について考える」
～社会福祉協議会職員として求められていること～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 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」
～職員が困っていることは、ご本人が困っていること～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 訪問介護事業所職員研修
講義・討論「社会福祉協議会の課題について考える」
寿いきいき教室
講義「介護を受けながら生きるということ」
～介護予防の大切さと効果の期待～
傾聴講習会
講義「傾聴の基本 ～人と人とのつながりをつくるために～」
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主

催

者

名

苫前町

(株)慈光
斜里町介護事業所連絡協議会
(株)慈光
斜里町介護事業所連絡協議会
(株)慈光

(社)砂川市社会福祉協議会
(社)夕張市社会福祉協議会
上砂川町地域支援推進室
上砂川町地域包括支援センター

(社)砂川市社会福祉協議会

(社)砂川市社会福祉協議会

(社)北海道ハピニス
グリンハイム
上砂川町地域支援推進室
上砂川町地域包括支援センター
北海道たすけあいワーカーズ
苫前町
苫前町

苫前町

苫前町

苫前町
苫前町

(社)苫小牧市社会福祉協議会
苫小牧市民活動センター

年 月 日
2019. 2. 8

2019. 2.13
2019. 2.13
2019. 2.19

2019. 2.20
2019. 2.21

2019. 2.23
2019. 2.27

2019. 2.28

2019. 3. 4
2019. 3. 8

2019. 3.11
2019. 3.11
2019. 3.17
2019. 3.26

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
障がい者支援施設職員介護技術研修 第２回
(社)北海道ハピニス
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」 グリンハイム
～「力の流れ」
「力の方向」を意識することの大切さ～
上砂川町認知症対応力向上学習会 リーダー研修 第１回
上砂川町地域支援推進室
講義「リーダーの役割＝働きやすい職場づくり」
上砂川町地域包括支援センター
上砂川町在宅医療・介護連携推進研修会 第２回
上砂川町地域支援推進室
講義「医療と介護の連携の必要性について考える」
上砂川町地域包括支援センター
苫前町職員スキルアップ研修会 居宅介護支援事業所職員研修
苫前町
講義「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法を学ぶ～
介護者家族の集い
苫前町
講義「介護の負担を減らすために ～誰かに愚痴を言えたなら～」
平成30年度介護予防・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～」
講師力養成研修
北海道たすけあいワーカーズ
講義「講師力の『基本の“き” ～模擬講義で講師力を試す～」
平成30年度第２回南区ボランティア研修会
(社)札幌市南区社会福祉協議会
シニアのためのボランティア入門研修会
講義「傾聴ボランティアについて」
平成30年度介護予防・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「認知症への正しい理解」
講義「相手の心へ寄り添うために ～傾聴の心構えと手法～」
平成30年度生活支援員研修会
(社)岩見沢市社会福祉協議会
講義「利用者理解を深めるためには ～対人援助に必要な『傾聴』
」
障がい者支援施設職員介護技術研修 第３回
(社)北海道ハピニス
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」グリンハイム
～身体介護とは相手の人の動きを丁寧に｢導く｣こと～
生活支援サポート事業サポーターフォローアップ研修
(社)津別町社会福祉協議会
講義「在宅高齢者のボランティア活動」
介護予防いきいきポイント事業フォローアップ研修・登録者事前研修 (社)津別町社会福祉協議会
講義「ボランティア活動で拡がる地域の支え合い」
平成30年度ボランティアスクール
(社)八雲町社会福祉協議会
講義「地域に求められる これからのボランティア」
上砂川町認知症対応力向上学習会 リーダー研修 第２回
上砂川町地域支援推進室
講義「職場内で良好な関係を築くために必要なこと」
上砂川町地域包括支援センター

講演・研修・講義等のご依頼は、合同会社うぇるかむまでご連絡くださいませ。
日程の調整が整いましたら準備に取りかかります。
催し物の趣旨、目的、対象者、時間配分等をおうかがいしましたら、タイトルと
お話する内容・方法等をご提案いたします。
その後、レジュメを興し、更にお話しする詳しい内容の確認をしていただきます。

合同会社

う ぇ る か む

代表社員

池田

ひろみ

〒003-0029 札 幌 市 白 石 区 平 和 通 ５ 丁 目 北 ６ 番 ２ １ 号
電話

０１１－８７６－９４６３ 0 8 0 - 2 8 7 7 - 6 0 9 2

Mail：i k e d a h

iromi-uerukamu@chic.ocn.ne.jp
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