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8 月 21 日（金）練馬介護人材育成・研修センターの研修室にて、
「ナースセミナー＆看護師ふくしの仕事ミニ情報交換会」を開催
いたしました。
セミナーでは「with コロナの時代に知っておきたい感染症について」
のほか、講師がご自身の体験を振り返りながら、福祉の仕事の内容
や看護師の役割をお伝えしました。
情報交換会では、ブランクがあり復職に不安がある方や、転職を
考えている看護師の方が参加され、ご自身の心境や不安を語り合い、
講師や他の参加者と気持ちを共有しました。「今日のセミナーで
一歩をふみ出せた気持ちです」といったお声がありましたことを、
センターとして大変嬉しく思っております。

緊急企画！特別動画セミナー 第 3 弾
「新型コロナウイルス感染症対策～現場で必要な対策がすべて分かる～」
の動画配信が決定いたしました。お申込みは 9 月 10 日から開始となりま
す。詳しくは研修センターホームページをご覧ください

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

【日程】11 月 12 日（木）13：30～17：00
【会場】練馬介護人材育成・研修センター 研修室 1・2
この研修は、練馬区内で想定される自然災害について学びます。また演
習や体験会を通して自ら学び、感じ取ることで、災害時に利用者に対し
て、支援者としてどのように対応していくべきかを再確認します。
起震車で震度７の揺れを体験

【日程】第 1 回：11 月 11 日（水）13：30～17：00
第 2 回：12 月 9 日（水）13：30～17：00
第 3 回： 1 月 20 日（水）13：30～17：00
【会場】練馬介護人材育成・研修センター 研修室 1・2
排泄ケアで気になる利用者様はいませんか？
課題をもとに排泄ケアの基本知識やアセスメント方法を学ぶことによ
り、利用者様の個別の支援方法を講師と一緒に考えることができま
す。実際に排泄用具を手に取ることができますので、利用者様に適し
た排泄用具の選定に役立ちます。
染症から守る知識を、演習を交えながら学ぶこ
とができます。

昨年度の
研修風景

【日程】10 月 16 日（金）18：00～19：30
【会場】石神井公園区民交流センター 展示室兼集会室
この研修は、認知症を正しく理解し、認知症の方のケアに活かす
ことをねらいとしています。内容はコンパクトですが、「介護サービス情
報の公表」に準じております。認知症ケアについてはじめて学ぶ方や、認
知症の基礎知識やケアについて再確認したい方にもおすすめです。会場は
研修センターではなく、皆さまの地域への出張研修として、今回は石神井
公園区民・交流センターで開催します。ぜひこの機会にご受講ください。

新型コロナウイルス感染予防対策のため、研修の定員が 20 名となっております。
そのためすぐにキャンセル待ちとなってしまうことも考えられますので、ご希望の研修はお早めにお申込み
いただけますようお願い申し上げます。

日程

時間

研修タイトル

会場

一人の人と向き合うことから始める認知症ケア
4日 （日） 10：00-16：00 センター方式地域型基礎研修
【全2回の連続研修 第2回】
5日 （月）

9：30-16：30

7日 （水） 15：30-17：00

練馬介護人材育成・
研修センター 研修室1・2

介護福祉士受験対策講座
【全4回の連続研修 第2回】
伝達研修インストラクター養成研修
【認知症の理解】

石神井公園区民交流センター
2階 展示室兼集会室

16日 （金） 18：00-19：30 認知症の理解

19日 （月）

9：30-12：00

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1回】

10/18まで受付

身体拘束について立ち止まって考えよう
21日 （水） 15：00-17：00 ～不適切ケアやグレーゾーン行為の
点検をしませんか？～

練馬介護人材育成・
研修センター 研修室1・2

仕事がはかどるシリーズ
22日 （木） 13：30-17：00 パート1 ～やってみたくなる論理的思考術～ 10/21まで受付
【全2回の連続研修】

日程

時間

研修タイトル

会場

障害者への意思決定支援とは
13：30-15：30 ～障害者権利条約を知り、
支援者として価値観・倫理観を身につける～

練馬区立区民・産業プラザ
研修室2 ココネリ3階

10月 20日 （火）

14：00-16：00 高次脳機能障害を知ろう ～障害特性と支援方法について～

練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階

10月 23日 （金）

14：00-16：00 障害者差別解消法における合理的配慮を考える

練馬区立区民・産業プラザ
研修室1 ココネリ3階

10月 27日 （火）

14：00-16：00

10月

6日 （火）

障害者総合支援法を知る
～障害福祉サービスのポイントをおさえる～

****

研修受講の際のお願い

練馬区役所本庁舎
２０階 交流会場

*****

会場内は室温調整していますが、室温調整が十分にできないこともありますので、衣類などで各自
で調整できるようご準備ください。

日程

時間

研修タイトル

11日 （水） 13：30-17：00

会場

生活の質を高める排泄ケア
【全3回の連続研修 第1回】

11/ 10まで受付

非常災害時の対応！
12日 （木） 13：30-17：00 ～支援者として自然災害に負けず、
生き延びるために～
16日 （月） 13：30-17：00

利用者・家族からの暴力・ハラスメント
の予防と対策

17日 （火）

9：30-11：00

伝達研修インストラクター養成研修
コンプライアンス（倫理及び法令順守）

18日 （水）

9：00-12：00

今井塾！
介護保険制度における介護支援専門員の役割

練馬介護人材育成・
研修センター 研修室1・2

仕事がはかどるシリーズ
パート2
19日 （木） 13：30-17：00 ～やってみたくなる相手に伝わる説明術～
【全2回の連続研修 第2回】
認知症ケアを助ける環境づくり
20日 （金） 14：00-17：00 ～在宅・通所施設・入所施設に適用可能な環境 11/ 19まで受付
づくりの手法～【全2回の連続研修 第1回】
27日 （金） 14：00-17：00

チームリーダー養成講座
【全3回の連続研修 第3回】

30日 （月）

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】

9：30-12：00

**** 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、証明書は忘れずにお受け取り
ください。
*** 研修お申込み時の ID とパスワードについて *****
・ログイン時の ID とパスワードは、ご登録いただいた時点でサービス種別ごとに発行していま
す。研修によっては、講師からの依頼によりサービス種別ごとにグループ分けをしますので、
正しいサービス種別でのお申込みをお願いいたします。

日程

時間

11月 10日 （火）

13：00-15：00

研修タイトル
ALS患者の在宅ケアを通して、その人らしい
生活を支えるとは何かを考える

会場
練馬区立区民・産業プラザ
研修室3 ココネリ3階

