２０１９年度
年 月 日
2019. 4.16
2019. 4.17
2019. 4.17
2019. 4.17
2019. 4.22
～4.23
2019. 4.25

2019. 5.20
2019. 5.21
2019. 5.22

2019. 5.23
2019. 5.30

2019. 5.31
2019. 6. 3
2019. 6. 3

2019. 6. 4
2019. 6. 6
2019. 6. 9

2019. 6.10

2019. 6.11
2019. 6.14

2019. 6.14

2019. 6.15

社会活動総覧

合同会社うぇるかむ 代表社員 池田 ひろみ
研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
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 苫前町
討論「職場におけるリーダーの役割と現場での職員教育の方策」
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
苫前町
講義･討論「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 グループホームリーダー研修
苫前町
講義「リーダーの資質の向上のために」
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
苫前町
講義「訪問介護員の心構え ～利用者本位に徹する～」
介護職員スキルアップ研修会
(株)慈光
個別面談「働きやすい介護の現場としていくために」
「夢たびヘルパー」実地研修 札幌市定山渓温泉ホテル瑞苑
(株)秋吉
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」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホームリーダー研修
苫前町
講義･討論「リーダーの資質の更なる向上のために」
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 苫前町
講義･討論「介護職員に求めること、授けたいこと」
札幌市東区生活支援ボランティア たっぴー開設式
(社)札幌市東区社会福祉協議会
講義「気持ちに寄り添うとは」
～ボランティアの基本と傾聴技法を学ぶ～
あしょろボランティア研修会
(社)足寄町社会福祉協議会
記念講演「これからのボランティア活動」
地域交流サロン連絡会
(社)帯広市社会福祉協議会
講義「地域交流サロンの今後について考える」
～ともに助け、支え合える共助の地域作りを目指して～
障がい者講師養成講座
(社)札幌市社会福祉協議会
講義・演習「自分の思いを相手に伝えるには・・・」
札幌市ボランティア活動センター
上砂川町ケアサポーター養成講座 第１回
上砂川町地域支援推進室
講義「認知症の人と対話しよう」
(社)上砂川町社会福祉協議会
上砂川町認知症対応力向上学習会 第１回
上砂川町地域支援推進室
講義「認知症高齢者の介護過程の考え方と事例展開を学ぼう」
上砂川町地域包括支援センター
～介護過程の道筋について考え方・イメージを学ぼう～
傾聴ボランティア養成講座 第１回
(社)岩見沢市社会福祉協議会
講義「傾聴の基本」～傾聴の心構え～
岩見沢市ボランティアセンター
障がい者支援施設職員接遇研修 第１回
(社)北海道ハピニス
講義「働きやすい職場づくり」
障がい者支援施設グリンハイム
地域支援事業 包括的支援事業･任意事業 生活支援体制整備事業
置戸町
住民主体の生活支援サービスに関する研修会
置戸町地域福祉センター
講義「悩むよりやってみよう!!自分達でもできる地域での活動」
置戸町地域包括支援センター
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
置戸町ボランティア研修会
置戸町地域福祉センター
講義「ボランティア活動の基本・マナー」
(社)置戸町社会福祉協議会
傾聴ボランティア養成講座 第２回
(社)岩見沢市社会福祉協議会
講義「傾聴するための技法」～傾聴のコツ～
岩見沢市ボランティアセンター
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第１回 その１
(株)慈光
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修第１回 その１
(株)慈光
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第１回 その２
(株)慈光
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
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年 月 日
2019. 6.15

2019. 6.18
2019. 6.19
2019. 6.19
2019. 6.19
2019. 6.21
2019. 6.22
2019. 6.27
2019. 7. 2
2019. 7. 3
2019. 7. 6
2019. 7. 9
2019. 7.11
2019. 7.12
2019. 7.14

2019. 7.16
2019. 7.19
2019. 7.20
2019. 7.22

2019. 7.23

2019. 7.27

2019. 8. 1

2019. 8. 2
2019. 8. 2

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修第１回 その２
講義･討論「福祉とは、相手の人を大切にすること･自分を大切にする
こと」
～本気でよりよいケアを提供したいと考えているか～
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
講義･討論「介護職員のスキルアップの計画を策定する」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 社会福祉協議会事務局職員研修
講義･討論「社会福祉協議会職員として求められること」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホーム介護職員研修
講義･討論「感染症の予防･対策と介護に対する心構え」
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「居宅介護サービスにおける障害者への虐待防止」
傾聴ボランティア養成講座 第３回
講義「相手の心に寄り添う傾聴」～日常会話での傾聴の活用～
傾聴ボランティア養成研修
講義「高齢者への傾聴」～高齢者へ心を傾けるために大切なこと～
日胆地区老人福祉施設協議会 職員研究大会
講演「虐待をしない！させない！職場づくり」
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」
上砂川町ケアサポーター養成講座 番外編
実習「グループホームを訪問して認知症の人と対話しよう」
傾聴ボランティア講座 第１日 初級
講義「傾聴の基本 ～傾聴の心構え～」
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」
たすけあいワーカーズそよ風自主勉強会 第１回
討論「よりよき人生のために今からできること」
障がい者支援施設職員接遇研修 第２回
講義「働きやすい職場づくり」
「夢たびヘルパー」実地研修 東京都大田区㈱ナイスケア研修事業部
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の心得」
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」
札幌シニア大学 公開講座
講義「地域活動に役立つ傾聴」
傾聴ボランティア講座 第２日 中級第１回
講義「傾聴の心構え ～中立の立場で聴くということ～」
第24回秩父別町社会福祉大会
講演「地域住民同志の絆を結ぶ会話術」
～相手の心に寄り添う『傾聴』～
上砂川町認知症対応力向上学習会 第２回
講義「認知症高齢者の介護過程の考え方と事例展開を学ぼう」
～介護過程の道筋について考え方・イメージを学ぼう～
第１回市民後見人養成研修修了者フォローアップ研修会
講義･演習「誤解しないで聴く･誤解を与えずに伝えるコミュニケーション」
～確認のスキル～
現任専門職研修事業『介護リーダー研修・初級編』
講義「求められるリーダー像と役割」
講義･演習「チームを目標達成に導くコミュニケーションとは？」
苫前町地域支援事業(地域介護予防活動支援事業)すまいる塾その１
講義「グループワークの進め方を学ぼう」
苫前町地域支援事業(地域介護予防活動支援事業)すまいる塾その２
講義「ボランティア活動の基礎を学ぼう」
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主

催

者

名

(株)慈光

苫前町
苫前町
苫前町
苫前町
(社)岩見沢市社会福祉協議会
岩見沢市ボランティアセンター
苫小牧傾聴ボランティア アガペーの会
日胆地区老人福祉施設協議会
(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
上砂川町地域支援推進室
(社)上砂川町社会福祉協議会
(社)小樽市社会福祉協議会
(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
(特非)たすけあいワーカーズそよ風
(社)北海道ハピニス
障がい者支援施設グリンハイム
(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
(一社)札幌市老人クラブ連合会
(社)小樽市社会福祉協議会
(社)秩父別町社会福祉協議会

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
砂川市成年後見支援センター
(社)ほくろう福祉協会
札幌シニア福祉機構
(社)苫前町社会福祉協議会
(社)苫前町社会福祉協議会

年 月 日
2019. 8. 3
2019. 8. 5

2019. 8. 6

2019. 8.10

2019. 8.16

2019. 8.20
2019. 8.20

2019. 8.21
2019. 8.27
2019. 8.30

2019. 9. 3

2019. 9. 6

2019. 9.12

2019. 9.19

2019. 9.19

2019. 9.21

2019. 9.24

2019. 9.24

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
傾聴ボランティア講座 第３日 中級第２回
(社)小樽市社会福祉協議会
講義「傾聴の心構え ～価値観の尊重と自己覚知～」
WAIWAI キャンプ2019夏 第１日
(社)砂川市社会福祉協議会
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」
講義「明日の見学実習のために
～グループホーム・デイサービスセンター訪問にあたって～」
WAIWAI キャンプ2019夏 第２日
(社)砂川市社会福祉協議会
体験実習「グループホーム・デイサービスセンターボランティア体験」
～グループホームりんごの里
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
北海道たすけあいワーカーズ 講師力養成研修 第３回
北海道たすけあいワーカーズ
講義･グループワーク「講師力の基本の“き”
」
～キーワードで講義する～
障がい者支援施設職員接遇研修 第３回
(社)北海道ハピニス
講義「相手の人を大切にする『傾聴』
」
障がい者支援施設グリンハイム
～『バイスティックの７原則』と『傾聴』～
苫前町介護職員スキルアップ研修会 グループホームリーダー研修
苫前町
講義「利用者を理解するためのアセスメントの方策」
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主任･副主 苫前町
任研修
講義･討論「介護職員のスキルアップの計画を策定する ～その２～」
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 苫前町
講義･討論「社協職員として町の将来について考える」
傾聴ボランティア養成研修 初級
(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
雨竜町生活支援体制整備事業
(社)雨竜町社会福祉協議会
講演「上手なコミュニケーションのとり方」
～お年寄りの心を受けとめる～
介護職員初任者研修 日高高等学校
(株)富川グロリアホーム
講義「介護におけるコミュニケーション」
講義「介護におけるチームのコミュニケーション」
講義「介護の基本的考え方」
生活支援おもいやりサポーター養成講座
(社)芦別市社会福祉協議会
講義･演習「心をつなぐ話の聴き方」
～ボランティア活動に役立つ傾聴のコツ～
たすけあいワーカーズそよ風自主勉強会 第２回
(特非)たすけあいワーカーズそよ風
討論「よりよき人生のために今からできること」
～ユマニチュード：人との関係性を『見る』から考える～
めざせ！いきいきシニアライフ
札幌市手稲老人福祉センター
講義･演習「傾聴の基本」
～いきいきシニアライフの充実にむけて～
はつらつ笑顔 元気なくらし講座（精神保健講座）
日高町役場健康増進課
講義「安心して過ごせる町づくり」
～心に耳を傾けて～
市民後見人養成講座（基礎編）
(社)岩見沢市社会福祉協議会
講義「対人援助の基礎」
～対人援助の理念、基本知識、技術～
上砂川町ケアサポーター養成講座 第２回
上砂川町
講義･討論「介護体験を語ろう」
上砂川町地域支援推進室
(社)上砂川町社会福祉協議会
上砂川町認知症対応力向上学習会 第３回
上砂川町地域支援推進室
講義「認知症高齢者の介護過程の考え方と事例展開を学ぼう」
上砂川町地域包括支援センター
～実際の事例検討を検証する～
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年 月 日
2019. 9.26

2019. 9.26
2019. 9.27

2019. 9.27

2019.10. 7
～８回
2019.10. 8
2019.10.10

2019.10.11

2019.10.15

2019.10.16
2019.10.16

2019.10.24
2019.10.26
2019.10.28
2019.10.30

2019.10.30
･31
2019.11. 2

2019.11.14
2019.11.14

2019.11.16
2019.11.19
2019.11.20
2019.11.21
2019.11.22

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第１回 その３
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修第２回 その１
講義･討論「相手の心に寄り添うために大切な傾聴」
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第１回 その４
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修第２回 その２
講義･討論「専門職としての社会福祉援助技術」
～バイスティックの７原則から学ぶ～
介護福祉科２年生
講義「家族福祉論」
札幌市豊平区創造学園第44期教養科
講義「バリアフリー ともに生きる」
北栄地区福祉のまち推進センター「福まち学習会」
講義「傾聴を学ぶ」
～支援する相手との信頼関係を上手につくる方法を学ぶ～
第１回「南区ボランティア講座」
講義「傾聴について学ぼう」
～居心地のよい居場所をつくるコミュニケーション術～
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主任･副主
任研修
講義･討論「介護職員に求めること、授けたいこと」
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「記録の書き方」
苫前町介護職員スキルアップ研修会 社会福祉協議会訪問介護事業所
職員研修
講義･討論「感染症の予防と対策」
乙部町地域福祉推進懇談会
講演「地域における支え合い ～居場所づくりのために～」
大樹町ボランティア連絡協議会『ボランティアの集い』
講演「今、私たちが求められているボランティア活動とは」
ボランティア講座
講義「ボランティアに役立つ！～傾聴ボランティアとは～」
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第１回 その5
講義「福祉とは、一人ひとりを大切にすること」
～ユマニチュードの手法から学ぶ～
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修
個別面談「この半年間で考え、実行してきたこととは」
上砂川町社会福祉大会
案内人としての提言「全世代福祉を目指して」
～その先に夢を見よう～
傾聴ボランティア養成研修 中級 第１回
講義「傾聴の基本」
たすけあいワーカーズそよ風自主勉強会 第３回
討論「よりよき人生のために今からできること」
～自身の最期を夢に思い描く～
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～
上砂川町介護事業所リーダー研修会 第１回
講義･討論「リーダーの役割＝働きやすい職場づくり」
第７回八雲町福祉懇談会
講演「傾聴ボランティアの心構え」～心に寄り添う傾聴～
傾聴ボランティア養成研修 中級 第２回
講義「傾聴の基本的技法」～うなずきとあいづち～
介護職員初任者研修 日高高等学校
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」
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主

催

者

名

(株)慈光

(株)慈光
(株)慈光

(株)慈光

(学校法人)せいとく介護子ども福祉専門
学校
札幌市月寒公民館運営委員会
東区北栄地区社会福祉協議会
北栄地区福祉のまち推進センター
(社)札幌市南区社会福祉協議会

苫前町

苫前町
苫前町

(社)乙部町社会福祉協議会
(社)大樹町ボランティア連絡協議会
(社)大樹町社会福祉協議会
(社)札幌市清田区社会福祉協議会
(株)慈光

(株)慈光
上砂川町
上砂川町地域支援推進室
(社)上砂川町社会福祉協議会
(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
(特非)たすけあいワーカーズそよ風

(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)八雲町社会福祉協議会
(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
(株)富川グロリアホーム

年 月 日
2019.11.26

2019.11.30

2019.12. 6
2019.12.17
2019.12.19
2019.12.19
2019.12.20
2019.12.20

2019.12.21
2020. 1.14
2020. 1.15

2020. 1.16

2020. 1.17
2020. 1.20
2020. 1.21
2020. 1.21
2020. 1.31

2020. 1.31
2020. 2. 1
2020. 2. 6
2020. 2.12
2020. 2.14

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
主 催 者 名
介護職員初任者研修 日高高等学校
(株)富川グロリアホーム
講義「総合生活支援技術１」
講義「総合生活支援技術２」
講義「振り返り」
「夢たびヘルパー」実地研修 東京都墨田区押上
(株)秋吉
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の心得」
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」
障がい者支援施設職員研修
(社)北海道ハピニス
講義･討論「利用者からのハラスメントへの対応をプロとして考える」 障がい者支援施グリンハイム
上砂川町介護事業所リーダー研修会 第２回
上砂川町地域支援推進室
講義･討論「リーダーの資質の向上のために」
上砂川町地域包括支援センター
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第２回 その1
(株)慈光
講義「利用者がよりよく生きることを支えるために」
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修 その１
(株)慈光
講義･討論「利用者がよりよく生きることを支えるために」
介護職員スキルアップ研修会 一般介護職員研修第２回 その２
(株)慈光
講義「利用者がよりよく生きることを支えるために」
介護職員スキルアップ研修会 責任者研修 その２
(株)慈光
講義「利用者がよりよく生きることを支えるために」
事例検討･討論「入浴を拒む利用者の背景を探る
ゴールを思い描く
プロとしてのアプローチを想像する」
生活支援サポーター養成講座
(社)夕張市社会福祉協議会
講義･演習「傾聴とは？ ～コミュニケーションの実際～」
在宅医療･介護連携推進研修会 第１回
上砂川町地域支援推進室
講義「在宅・施設・グループホームでの看取りを理解する」
上砂川町地域包括支援センター
障がい者支援施設職員介護技術研修 第１回
(社)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」 障がい者支援施設グリンハイム
～感じることの大切さ：座位から立位へ 移乗～
たすけあいワーカーズそよ風自主勉強会 第４回
(特非)たすけあいワーカーズそよ風
討論「幸せを求めて」
～思考はコトバの量に比例する 会話を楽しみましょう～
特別養護老人ホーム職員研修
(社)ハピニス
講義「実例から学ぶ虐待のない職場づくり」
特別養護老人ホーム和幸園
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
苫前町
講義･討論「実例から学ぶ虐待のない職場づくり」
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 苫前町
講義･討論「社会福祉協議会の事業のあり方について考える その１」
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
苫前町
講義･討論「事故防止対策と身体拘束について」
ボランティア講座
(社)北見市社会福祉協議会
～自分たちにも出来る｢地域の支え合い活動｣を考える～
講義「相手に寄り添うコミュニケーション ～傾聴のポイント～」
第２回福祉マンパワー活用講習会『これからの介護を知るために』
(社)北見市社会福祉協議会
講義「介護現場の現状とこれからの介護」
傾聴ボランティア講座
(社)北見市社会福祉協議会
講義「相手に寄り添うコミュニケーション ～傾聴のポイント～」
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 苫前町
講義･討論「社会福祉協議会の事業のあり方について考える その２」
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「看取りから考える医療と介護の連携について」
上砂川町地域包括支援センター
障がい者支援施設職員介護技術研修 第２回
(社)ハピニス 障がい者支援施設グリン
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」 ハイム
～動きの主導権は利用者：座位から立位へ 移乗～
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年 月 日
2020. 2.15
2020. 2.20
2020. 2.26

2020. 2.27

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
傾聴ボランティア養成研修 初級
講義「傾聴の基本」～傾聴とは、しっかりと聴くこと～
活性化をめざす担い手育成事業『サロン研修会』
講義「人の心をつなぐサロン活動の魅力とは」
中札内村ボランティア研修会
講義「身近にできるボランティア活動」
～今、地域でできることを考える～
第９回介護甲子園決勝大会
日本一!! 最優秀賞獲得!!「同行型･介護付旅行企画『夢たび』
」

主 催 者 名
(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)歌志内市社会福祉協議会
(社)中札内村社会福祉協議会

(一社)日本介護協会

※2020(令和２)年２月末より、緊急事態宣言等により外出自粛の情勢となりました。
研修・講演会等は開催を中止もしくは延期せざるを得ない状況でした。
よって、当社の主たる業務の講師派遣は、２月28日以降活動を休止いたしました。

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。
まずは日程の調整をさせていただきます。
その後、催し物の趣旨・目的・対象者・人数・時間配分・講師料等をおうかがいし
タイトルや内容等をご提案いたします。
レジュメを作成しご確認いただき、当日の詳しい打ち合わせを経て本番を迎えます。

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

直通電話
Mail：i

FAX

０１１－８７６－８９９０

０８０－２８７７－６０９２

kedahiromi-uerukamu@chic.ocn.ne.jp

ＨＯＭＥ ＰＡＧＥ：「合同会社うぇるかむ」「池田ひろみ」のキーワードで
検索してくださいますようお願いいたします
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