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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、3 月より事業を見合わせておりましたが、7 月より事業を再開
することとなりました。集合研修につきましては、感染予防対策に努め実施してまいります。何卒ご理解、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
～感染予防対策～
1 研修センターの対策
・受講者間の適切な距離を確保するため、定員は 20 名で設定します。
・研修ごとに、テーブル、椅子、マイク、筆記具などをアルコール消毒いたします。
・研修前後と研修中の定期的な換気をいたします。
・研修室の外の廊下で受付を行い、入室前に受講者の検温ならびに健康状態を確認いたします。
（お時間に余裕を持ってお越しください）
2 受講者の対策
・37.0℃以上の熱・風邪症状・全身倦怠感・関節痛・筋肉痛・胸の苦しさ・味覚症状・下痢など体調不良
がある場合は、迷わず受講をお控えくださるようお願いいたします。
・マスクの着用をお願いいたします。（マスクの着用がない場合は受講できません）
・手洗いや入室時の手指消毒の徹底をお願いいたします。

令和2年5月以降に実施予定であった研修の変更日程
（※4月に実施予定であった研修は、4/10発行の研修センターニュース第131号でお知らせしたとおり、中止となっております。今年度2回目以降の研修をご活用ください）

研修日
5/13
5/20
5/25
5/27
5/28
6/2
6/3～

研修タイトル
感染症・食中毒の予防、蔓延防止
心肺蘇生を望まない傷病者への対応における新たな運用について
～暮らしの場における看取りの理解を深める～
職場のハラスメント防止
非常災害時の対応！
～支援者として非常災害に負けず、生き延びるために～
認知症ケア基礎研修
年金制度のしくみと高齢者の所得保障
目指せ！移動・移乗介助マイスター【全6回の連続研修】

6/10～ 営業力を基礎から学ぶ！営業力強化研修【全2回の連続研修】
6/11

労務管理のポイント ～転ばぬ先の杖！事前に食い止める労務トラブル～

6/15～ 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】

6/16
6/16
6/18
6/21～

変更後日付

変更後時間

中止

2回目を予定

延期

調整中

延期

1/14（木）

14：00～17：00

延期

11/12（木）

13：30～17：00

延期
延期
中止
延期

8/27（木）
9：30～16：45
9/16（水）
9：00～12：00
今年度の実施はなし
第1回 7/17（金）
第2回 8/21（金）

延期

延期

介護・福祉職が知っておきたい薬の知識
職場のメンタルヘルスにおけるラインケア
認知症の理解

延期
延期
中止

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】

延期

認知症の人の不安や混乱を安心に変えるケア
～認知症の人が体験している世界を知り、ケアに生かす～
認知症ケアを助ける環境づくり
6/23～ ～在宅・通所施設・入所施設に適用可能な環境づくりの手法～
【全2回の連続研修】
施設で取り組む高齢者虐待防止対策
6/29
～「虐待です」と言われないためにできること～
7/21 学ぼう！若年性認知症の人への支援について
地域の仲間と考える 認知症の人のよりよい暮らし
9/16～
認知症ケアを深める事例検討会 Aコース
6/22

適用

中止
延期

9/3（木）
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

10/19（月）
11/30（月）
12/21（月）
1/18（月）
2/15（月）
3/15（月）

13：30～17：00
9：30～12：30

9：15～12：00

9/29（火）
9：30～11：30
2/12（金）
14：00～17：00
2回目を予定
第1回 9/6（日）
第2回 10/4（日）

10：00～16：00

12/17（木）に2回目を予定
第1回 11/20（金）
第2回 12/18（金）

14：00～17：00

中止

2回目を予定

中止

今年度の実施はなし

中止

今年度の実施はなし

ケアマネジャー受験対策講座

【全３回の連続研修】

①令和2年度の介護支援専門員実務研修受講試験を受験される方
②連続3回のすべての研修に参加でき、合否結果を報告していただける方
③この研修を初めて受講される方
（テキストや模擬試験の費用を無料で提供しているため、お一人1回の受講となります）

ねらい
「介護支援専門員実務研修受講試験」の合格を目指します。

日程

時間

第1回

令和2年
7月6日（月）

内容

９：３0-16：３0

「直前対策講座・介護支援分野編」

第2回

令和2年
8月4日（火）

９：３0-16：３0

「直前対策講座・保健医療福祉編」

第3回

令和2年
9月7日（月）

９：３0-16：３0

「模擬試験・解説講義」

講師
高齢社会権利擁護研究所

所長

野島

正典

氏

令和元年度、この「ケアマネジャー受験対策講座」を受講した方の「介護支援
専門員実務研修受講試験」の合格率は33.3％（東京都の合格率は27.0％）
であり、高い合格率となっています.
・絶対に1回で合格する
というモチベーションの高い方の受講をお待ちしております。

営業力を基礎から学ぶ！営業力強化研修 【全2回の連続研修】
対象
・連続2回の研修に参加できる方
・通所系サービス、ショートステイ、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、サービス利用前の
見学等がある事業所の相談員、管理者

日程

時間

【第１回】

令和2年
7月17日（金）

【第２回】

令和2年
8月21日（金）

13：３0-17：00

会場

練馬介護人材育成・研修センター

ねらい
営業力のうち、特に新規営業力を高めるための思考と実践スキルを学びます。

講師
株式会社

ツクイスタッフ

岩見

俊哉

氏

新規顧客（利用者）を集めるための働きかけを求められていませんか ？

介護の経験はあっても、営業はまったくの未経験…。
新規顧客（利用者）を確保するために、慣れない営業を行っている管理者や相談員の方は
多いのではないでしょうか。
介護現場に求められる営業力とは何かを学び、相手の気持ちを汲み取ってトークを展開する
「ヒヤリング型営業」のスキルを学びます。
介護の研修センターならでは！の介護事業所の営業場面を取り上げたプログラム構成となって
おります。この機会に営業の基本知識を一から学びませんか。

研修室１・２

日程
6日

7日

時間

（月）

（火）

研修タイトル

9：30-16：30

会場

ケアマネジャー受験対策講座
【全3回の連続研修 第1回】

7/2まで受付

看取りを見すえて利用者の暮らしを
サポートすることの理解を深める
14：00-17：00
～＜暮らしの中の看取り＞準備講座より～

13日 （月）

業務ミスに学ぶ！
15：00-17：00 ヒューマンエラー事故防止方法とは
～事故は個人に頼らず組織と仕組で防ぐ～

16日 （木）

15：00-17：00

17日 （金）

13：30-17：00

28日 （火）

9：00-12：00

28日 （火）

31日 （金）

高齢者の食事と栄養の基礎知識
～明日から使える調理の工夫～

練馬介護人材育成・
研修センター 研修室1・2

営業力を基礎から学ぶ！営業力強化研修
【全２回の連続研修 第１回】
今井塾！
養護者による高齢者虐待の防止と対応
（在宅系サービス編）

処置が必要な人への理解を深める
14：00-17：00 ～ストーマ、膀胱留置カテーテル、胃ろう、
インスリン、褥瘡の基礎知識～
9：30-12：30

知っておきたい接遇マナーのきほん

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

日程
7月

7月

時間

受付時間:午前 9 時～午後 5 時

研修タイトル

定休日:土・日曜、祝日

会場

（木）

10：00-12：00

社会生活における障害を考える
～ICF（国際生活機能分類）を通して知る～

練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階

28日 （火）

14：00-16：00

障害当事者が伝える
～視覚障害者の話から学ぶ～

練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階

2日

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。
練馬障害福祉人材育成・研修センター ホームページ https://kensyu.neri-shakyo.com/

。

日程

時間

研修タイトル

会場

ケアマネジャー受験対策講座
【全3回の連続研修 第2回】

7/2まで受付

（火） 18：00-20：00

介護福祉士受験対策講座
【全4回の連続研修 第1回】

7/27まで受付

（金） 18：00-20：30

自分らしい魅力をUPする！
印象力向上研修

4日

（火）

4日

7日

20日 （木）

9：30-16：30

9：00-12：00

21日 （金） 13：30-17：00

営業力を基礎から学ぶ！営業力強化研修
【全２回の連続研修 第2回】

26日 （水） 14：00-17：00

チームリーダー養成講座
【全3回の連続研修 第1回】

27日 （木）

認知症ケア基礎研修

9：30-16：45

練馬介護人材育成・
研修センター 研修室1・2

今井塾！
医療保険制度のしくみと後期高齢者医療制度

7/16まで受付

***** 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、お帰りの際には忘れずにお受け取りください。
***** 連続研修について *****
連続研修は、一度お申込みいただくと全回お申込み済みになります。
2 回目以降はお申し込み不要ですので、全回参加可能である事をご確認の上お申し込みください。

日程
8月

時間

研修タイトル

会場
練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階

20日 （木）
14：00-17：00

8月

21日 （金）

8月

27日 （木）

高齢化する障害者とその家族の支援
【全3回のゼミナール形式】

14：00-16：00

練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階
練馬区役所本庁舎19階
1903会議室

