２０２０(令和２)年度
年 月 日
2020. 7. 1
～ 7. 3
2020. 7. 7
～全15回
2020. 7. 7
～全８回
2020. 7. 7
～全８回
2020. 7.16

2020. 7.17

2020. 7.19

2020. 7.27
2020. 7.29
～ 7.31
2020. 7.29
2020. 8.18
2020. 8.20

2020. 8.22
2020. 8.25
～全８回
2020. 8.27

2020. 8.28

2020. 8.28

2020. 9.17

2020. 9.18
2020. 9.23

2020. 9.24

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
介護職員リーダー研修 全４講
(株)慈光
講義・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」
こども福祉科１年生
(学校法人)せいとく介護こども福祉専門
講義「社会福祉論」
学校
介護福祉科２年生
(学校法人)せいとく介護こども福祉専門
講義「地域福祉論」
学校
介護福祉科１年生
(学校法人)せいとく介護こども福祉専門
講義「社会学概論」
学校
苫前町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 苫前町
研修
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」
～今後の事業展開と事業所としての方針～
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･討論「訪問介護事業の基本について考える」
～新規事業の進め方とヘルパーの心得～
北海道大学学生ボランティア団体「まごのて」生活支援ボランティア (社)札幌市東区社会福祉協議会
講座
講義「ボランティアとは？ ～傾聴 相手に寄り添う支援～」
傾聴ボランティア研修＜基礎編＞
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の基礎知識」
札幌市ボランティア活動センター
介護職員リーダー研修 全４講
(株)慈光
講義･討論「よりよい職員集団の形成を目指して」
～個々の職員に対するアプローチの方法～
介護福祉士国家試験対策講座 第１回
(株)慈光
講義「国家試験の概要 問題文の特徴と解答の導き方」
傾聴ボランティア研修＜活動編＞
(社)札幌市社会福祉協議会
講義「傾聴ボランティアの心構えと施設での活動」
札幌市ボランティア活動センター
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 苫前町
職員研修
講義･討論「社会福祉協議会訪問介護事業の意義を再考する」
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･討論「訪問介護事業の基本理念」
介護福祉科２年生
(学校法人)せいとく介護こども福祉専門
講義「家族福祉論」
学校
ボランティア入門研修
(社)札幌市西区社会福祉協議会
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」
～ボランティア依頼者との上手なコミュニケーション方法
思いを聴く上で大切なポイント～
上砂川町認知症対応力向上学習会 番外編
上砂川町地域支援推進室
面談･討論「グループホームにおけるリーダーシップの方策と職員集 上砂川町地域包括支援センター
団の育成について」
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
『本人の能力を引き出す「自立支援」とは･･･』
上砂川町地域包括支援センター
講義「利用者のできる能力を最大限発揮することとは」
『健康寿命ささえ愛』講座
(社)砂川市社会福祉協議会
講義･実技「人とつながるために大切なコミュニケーション」
～傾聴の心構え～
講義「高齢者の『こころ』と『からだ』」
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「悩むよりやってみよう!!自分たちでもできる地域での活動」
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 苫前町
職員研修
講義･討論「訪問介護事業の展望と課題」
事例検討「居宅介護(障害者訪問介護事業)の展開について」
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･討論「利用者との信頼関係づくり」
～冬期間の訪問についての取り決めを通じて～
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年 月 日
2020. 9.25

2020. 9.26
2020. 9.29

2020.10. 5
～ 10. 8
2020.10. 6
～ 10. 8
2020.10.10
2020.10.15
2020.10.21
2020.10.24
2020.11. 3

2020.11. 4
2020.11.18
2020.12. 1
2020.12.14
2020.12.15
2021. 1.27
2021. 2. 4
2021. 2.13

2021. 2.17
2021. 2.22

2021. 3. 1

2021. 3. 1
2021. 3. 5
2021. 3. 8
2021. 3. 9

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
上砂川町認知症対応力向上学習会 第２回
『本人の能力を引き出す「自立支援」とは･･･』
講義「認知症高齢者の意思・意欲を引き出すアプローチとは？」
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～」
出張講座
講義「どんな場面でも役立つ！傾聴･コミュニケーション力」
放課後等デイサービス職員研修 全３講
講義･討論「放課後等デイサービス事業の可能性を探る」
～斜里町にとっての意義と役割を理解するために～
介護職員リーダー研修 全３講
講義･討論「リーダーの職員育成力向上をめざして」
～職員を個別化することの大切さ 視点と解釈の方法～
傾聴ボランティア講座 第２日
講義「傾聴のコツ ～しっかりと聴き切るために～」
歌志内市介護教室・すこやか健康講座
講演「介護を受けながら生きるということ」
傾聴ボランティア養成講座 第１回
講義「傾聴の基本」～傾聴の心構え～
傾聴ボランティア講座 第３日
講義「傾聴ボランティアのマナーとモラル」
出張講座
講義「どんな場面でも役立つ！傾聴･コミュニケーション力」
傾聴ボランティア養成講座 第２回
講義「傾聴するための技法」～傾聴のコツ～
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～
市民後見人養成講座（基礎編）
講義「対人援助の基礎」～対人援助の理念、基本知識、技術～
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第１回
講義･討論「放課後等デイサービスの療育従事者の心構え」
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第２回
講義･討論「放課後等デイサービスのよりよい職員集団の形成」
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第３回
講義･討論「放課後等デイサービスの業務内容を理解する」
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第４回
講義･討論「放課後等デイサービスの『療育』を理解する」
ボランティア研修会(リモート研修)
講演「地域で今求められているボランティア活動」
～コロナ禍であっても自分たちに出来ること～
職員の相談業務に役立つ『傾聴』研修会
講義「相手の心に寄り添う『傾聴』
」
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第５回
講義･討論「放課後等デイサービスの意義と役割」
～サンシャインキッズの療育から学ぶ～
児童デイサービス職員スキルアップ研修会(リモート研修)第６回
講義･討論「児童虐待を未然に防ぐ取り組み」
～利用児童の家族に寄り添う療育～
ボランティアアドバイザー養成講座(リモート研修)
講義「ボランティアの相談役として必要な姿勢と心構えについて」
生活支援サポーターステップアップ講座 その１
講義「聴き上手になるために」 ～傾聴の基本と実践～
傾聴ボランティア講座(リモート研修)
講義「相手に寄り添うコミュニケーションと傾聴のポイント」
はまなすボランティアの会研修会
講義「今こそ、求められているボランティア活動」
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主 催 者 名
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)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
札幌市南区芸術の森地区社会福祉協議会
(株)慈光

(株)慈光

(社)小樽市社会福祉協議会
歌志内市
(社)歌志内市社会福祉協議会
(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
(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
新琴似五番北進クラブ(老人クラブ)
(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
(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
(社)岩見沢市社会福祉協議会
(株)慈光
(株)慈光
(株)慈光
(株)慈光
網走市

浄土真宗本願寺派眞願寺
(株)慈光

(株)慈光

(社)北見市社会福祉協議会
(社)夕張市社会福祉協議会
(社)北見市社会福祉協議会
(社)歌志内市社会福祉協議会

年 月 日
2021. 3.15
2021. 3.24

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
生活支援サポーターステップアップ講座 その２
講義「聴き上手になるために」 ～傾聴の基本と実践～
砂川市市民後見人修了者フォローアップ研修会
講義･演習「被後見人の想いを聴くための心構えと技術」
～傾聴のスキル～

主 催 者 名
(社)夕張市社会福祉協議会
(社)砂川市社会福祉協議会
砂川市市民後見支援センター

※2019(平成31)年４月１日、合同会社うぇるかむを設立いたしました。
講師派遣を主たる業務として活動しております。
2020(令和２)年度は世の中の状況を考慮し６月末まで営業を全面的に自粛、
更に11月より地方出張を伴う活動を大幅に自粛いたしました。
12月より、ＬＩＮＥビデオ通話回線を利用したリモート研修を行っています。

【講演・研修・講義のご依頼について】
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・予算等をおうかがいし
タイトルや内容等を企画・立案いたします。
レジュメを作成しご提案いたしますので、ご確認いただき細部を調整いたします。
当日の進行や交通手段等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

０１１－８７６－９４６３
FAX ０１１－８７６－８９９０
直通･携帯電話 ０８０－２８７７－６０９２
電話

Mail：i
Ｈome

kedahiromi-uerukamu@chic.ocn.ne.jp
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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