
 

  

 

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行元 練馬区社会福祉事業団 練馬介護人材育成・研修センター  発行日 平成 30 年 6 月 11 日 

研修の様子  【グループワークの様子】 

研修ではおもに自分を見つめなおす内容のグルー

プワークを行い、受講生の思いを共有しながら意

見交換が行われました。介護業界の先輩職員であ

るファシリテーターや他の受講生より助言をもら

いながら、第 1 回目の研修では各受講生が 3 ヵ

月後の目標を設定しました。 

 【休憩中の様子】 

和やかに談笑し、連絡先の交換

なども行われていました。他事

業所との交流、仲間づくりが進

んでいる様子でした。 

 【メッセージカードの交換】 

受講生とファシリテーターよりメッセージカー

ドを受け取りました。励ましや共感の言葉を嬉

しそうに読んでいる姿が見受けられました。 

コース名 職場定着への支援

時間

13：30
-17：00

第１回

13：30
-17：00

第２回

ねらい

練馬カイゴサポート塾 【全2回の連続研修】

対象

・介護業界新規入職者から、おおむね3年以内に介護の仕事を開始された方
・新たな職場に移ったことで、自分自身を振り返ったり見つめなおしたい方、視野を広げたり、事業所以外の仲間づくりをしたい方
・第1回、第2回両日の研修に参加できる方

・練馬区を単位として、職場への定着をサポートします。
・同じような悩みや不安を抱える他の受講生（事業所外）との仲間づくり、同期の絆を推奨します。
・練馬Ｎｅｗリーダー養成塾卒業生有志や練馬区内介護サービス事業所で働く職員などで構成されるファシリテーターと出会い、相談できる
人をつくります。

日程 ねらい・内容

平成30年
7月17日（火）

「仲間と共に立ち止まってみよう！」
・介護業界に新規入職してから、または新たな職場に移ってからこれまでを振
り返り、研修受講生や先輩であるファシリテーターとの間で、何でも話せる仲
間や同期の絆をつくります。
・受講生やファシリテーターと悩みや不安などを共有、共感しあい、エールを
もらって、次回研修までの目標を設定します。

1　初心を思い出す　2　今日までを振り返る　3　3ヵ月後の私の目標

平成30年
10月23日（火）

「これからの私は？目指す姿」
・前回研修からの変化を感じ、他の受講生と共有しながら、1～2年後にどの
ような職員になっていたいかを考えます。

1　前回の研修から今日までを振り返る
2　経験を積んで得たこと、乗り越えたこと　　3　1年後の私の姿

会場

練馬介護人材育成・研修センター　研修室１・２

講師

練馬Ｎｅｗリーダー養成塾の卒業生有志、練馬区内介護サービス事業所の従事者
練馬介護人材育成・研修センター職員

研修のご案内研修のご案内

今の職場でイキイキと介護の仕事を継続できるようにサポートしま

す。研修参加者は初心を振り返ることでカイゴの仕事の魅力を再発見

することができ、研修に職員を派遣したリーダーや管理者は、参加者

の職場への定着を期待することができるなど、双方にとってメリット

がある研修です。 



  

詳細・最新情報は、練馬介護人材育成・研修センターの情報は、ホームページで確認する事が出来ます。 

http://www.nerima-carenet.jp/    

社会福祉法人練馬区社会福祉事業団  練馬介護人材育成・研修センター 

６７５８―０１４５ 受付時間:午前 9 時～午後 5 時  定休日:土・日曜、祝日 

担当利用者のケースファイルな

どをご自宅に持参することが多

いけど、もし紛失したらどうな

るのかな？事業所の管理体制は

どのようになっているのだろ

う・・。 

ご家族から記録の開示請求が

あったら、職員が日頃記載し

ているケース記録の内容で大

丈夫かな？ご本人やご家族が

みて失礼ではない記録の記載

をしているかしら・・。 

コース名 介護サービス情報公表に役立つ！援助職の基本スキル

・個人情報とは
・介護サービスにおける個人情報の特徴
・個人情報に係る事故の事例からリスクや対応を考える
・個人情報の取扱いにおける留意点　～個人情報保護とコンプライアンス～

講師

練馬区　高齢施策担当部　介護保険課　事業者指導係長　田中　佳代子　氏

内容

コンプライアンス研修　～事例から学ぶ！個人情報保護～

対象

・職種やサービス種別は不問
・個人情報を外部に持ち出す機会が多い職員、利用者の支援の中で個人情報を取り扱う職員

日程 時間 会場

平成30年
7月20日（金）

9：00～11：00 練馬介護人材育成・研修センター　研修室１・２

ねらい

・介護サービス事業所に従事する職員は、利用者の個人情報を詳細に知り、取り扱う立場であることを再確認しま
す。
・事例を通して、日々の業務での個人情報保護の重要性を再確認し、認識を高めます。
・再確認する項目や改善すべき点などが明確になり、事業所で活かすことができるようにします。

研修のご案内

居宅介護支援事業所 

ケアマネジャーのＡさん 
施設勤務 介護職のＢさん 

「個人情報保護の研修は過去に受講したことがあるから・・・」としていませんか？介護・

福祉のサービスでは他人が容易に知りえないような個人情報を取り扱っているため、一度、

個人情報保護に関する事故が起きてしまうと、信頼を取り戻すまでに時間がかかり、施設や

事業所にとっても大きな損失となってしまいます。数年に 1 回は立ち止まり、事業所の体制

や日頃の業務を振り返ってみませんか？ベテランの職員にも、新任職員にも役立ちます！ 

http://www.nerima-carenet.jp/


**** 研修を受講される方へ **** 

・研修会場は冷房を使用する機会が増えてまいります。 

室温調整が難しいこともございますので、羽織れるものをお持ち下さい。 

 

**** 研修受講証明書について ***** 

・研修を受講された際、30 分以上の遅刻や早退がない方に研修アンケートと引き換えに 

 お渡ししています。再発行はしておりませんので、証明書が必要な方は忘れずにお受け取

りください。 

 

    

   

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 コース名 研修タイトル 会場

4日 (水) 18：00-20：30 支援力を高める！
目指せ！移動・移乗介助マイスター
【全６回の連続研修・第2回】

光が丘デイ

サービスセンター

機能回復訓練室

9日 (月) 9：15-12：00 支援力を高める！
摂食・嚥下リハビリテーションの基礎と実践
【全６回の連続研修・第2回】

10日 (火) 13：00-17：00
介護サービス情報公表に役立つ！
援助職の基本スキル

コンプライアンスをやさしく学ぶ　施設・通所編
～職業倫理と法令遵守、人権とプライバシー保護～

13日 (金) 9：30-12：30 認知症ケアを磨く
介護サービス事業所における
若年性認知症の人への支援力向上のポイント

17日 (火) 13：30-17：00 職場定着への支援 練馬カイゴサポート塾【全2回の連続研修・第1回】

18日 (水) 13：30-16：30 快適な生活を支援する 拘縮予防・改善を実現するポジショニング

19日 (木) 9：00-12：30 医療と介護の連携
コーディネート能力向上研修　基礎編
～ケアマネジャーの強みを再確認し、専門職としての自分に自信を持つ～

【全4回の連続研修・第1回】

19日 (木) 13：30-17：00 支援力を高める！
福祉の現場を支えるスーパービジョン
【全３回の連続研修・第３回】

20日 (金) 9：00-11：00
介護サービス情報公表に役立つ！
援助職の基本スキル

コンプライアンス研修
～事例から学ぶ！個人情報保護～

23日 (月) 13：30-16：30 快適な生活を支援する 褥そうに関する知識を高めよう！
～明日から使えるスキンケア、ポジショニングスキルと医療職との連携のコツ～

23日 (月) 18：00-20：30 メンタルヘルス 職場のハラスメント防止

26日 (木) 9：30-17：00 ケアマネジャー受験対策講座
ケアマネジャー受験対策講座
【全3回の連続研修・第2回】

26日 (木) 18：30-20：30 介護福祉士受験対策講座
介護福祉士受験対策講座
【全4回の連続研修・第1回】

29日 (日) 10：00-16：00 センター方式を活用した認知症ケア
一人の人と向き合うことから始める認知症ケア
センター方式地域型基礎研修
【全２回の連続研修・第２回】

日程

練馬介護
人材育成・
研修センター
研修室１・２

連続研修のため申込み終了

6/18まで申込み受付中

連続研修のため申込み終了

連続研修のため申込み終了

6/23まで申込み受付中

時間 研修タイトル 会場

11日 (水) 10：00-12：00
精神障害の理解と支援方法について
～うつと統合失調症を中心に～

区民・産業プラザ
ココネリ3階　研修室2

日程

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 コース名 研修タイトル 会場

8日 (水) 18：00-20：30 支援力を高める！
目指せ！移動・移乗介助マイスター
【全６回の連続研修・第３回】

光が丘デイ

サービスセンター

機能回復訓練室

10日 (金) 9：30-12：00 高齢者の暮らしを支える権利擁護 実務に役立つ！成年後見制度

20日 (月) 9：15-12：00 支援力を高める！
摂食・嚥下リハビリテーションの基礎と実践
【全6回の連続研修・第3回】

23日 (木) 9：00-12：30 医療と介護の連携
コーディネート能力向上研修　基礎編
～ケアマネジャーの強みを再確認し、専門職としての自分に自信を持つ～

【全4回の連続研修・第２回】

28日 (火) 13：00-17：00 介護サービス情報公開に役立つ！援助の基本スキル
コンプライアンスをやさしく学ぶ　在宅介護編
～職業倫理と法令遵守、人権とプライバシー保護～

29日 (水) 9：00-12：00 今井塾！ 年金制度のしくみと高齢者の所得保障

29日 (水) 13：30-16：30 リーダー・管理者スキルアップ
チームリーダー養成講座
【全3回の連続研修・第1回】

日程

練馬介護
人材育成・
研修センター
研修室１・２

連続研修のため申込み終了

7/18まで申込み受付中

連続研修のため申込み終了

時間 研修タイトル 会場

28日 (火) 10：00-17：00 高齢化する障害者と家族の支援
練馬区役所本庁舎
19階1903会議室

日程

 

練馬障害福祉人材育成・研修センターが主催している相互受講研修以外の研修を受講することができる場合も

ございます。その際は、練馬障害福祉人材育成・研修センターへ直接お問合せいただき、お申込みください。 

～問い合わせ先～ 

  社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 練馬障害福祉人材・育成研修センター  

電話：03-3993-9985 

  研修の詳細は、練馬障害福祉人材育成・研修センターのホームページにて確認する事ができます。 

下記のリンクをクリックしてください↓↓↓ 

            練馬障害福祉人材育成・研修センター ホームページ 

 

http://kensyu.neri-shakyo.com/

