発行元 練馬福祉人材育成・研修センター
発行日 令和 3 年 11 月１0 日

集まれ！練馬のリーダー交流会
～「地域共生社会」を語ろう～
【日程】12 月 13 日（月）18：30～20：30
【会場】練馬区役所本庁舎 19 階 1903 会議室
【ファシリテーター】十文字学園女子大学 人間生活学部

人間福祉学科 教授

今井 伸

氏

【ねらい】
・練馬区内介護、障害福祉サービス事業所で活躍しているリーダーが交流し、つながるきっかけとします。
・自事業所における地域共生社会に関する取組や今後の方向性について、考えるきっかけとします。
・リーダーの皆さんの意見やアイディアを、令和 4 年度の研修内容にも活かします。
【内容】
1 「地域共生社会の実現に向けて」とはいうけれども…
・国や他自治体の状況は？では練馬区はどうなのか？（①国の描いている地域共生社会 ②他区の先行事例
③練馬区の現状と課題 ④研修センターへ期待する役割 など）
2 研修センター統合化に向けた進捗状況
・令和 4 年度より練馬障害福祉人材育成・研修センターと練馬福祉人材育成・研修センターが統合化されま
す。研修体系など、最新の状況をお伝えします。
3 参加者の交流、グループワーク
・練馬区における地域共生社会実現に向けての第一歩について、ざっくばらんに語りませんか？

おすすめ 集合＆Zoom オンライン研修

LIFE（科学的介護情報システム）の
活用方法の実際
～効果的な活かし方と今後の課題～
【日程】12 月 9 日（木）18：30～20：30
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター 研修室 1・2
【講師】東洋大学 ライフデザイン学部
准教授 高野 龍昭 氏
令和 3 年度の介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の
高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用
による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組が推進されることとなりました。
「改めて概要を確認したい」「現在の状況や今後について知りたい」という方におすすめです。

感染症対策リーダー養成研修

【全 3 回の連続研修】
BCP 作成につながる

研修のねらい・目的

各施設・事業所の感染対策をチェックします

・自施設や事業所の感染症対策の現状を評価でき、改善のための
取り組みの実践ができる人材を育成します。
・各職場の実践事例を共有し相互にアドバイスし合うなど受講者が交流し、
研修修了後も地域内で相互に相談できるネットワークづくりにつながります。

対象
①利用者にケアやホームヘルプサービスを提供している訪問系事業所と入所/通所系 施設・事業所
②各施設・事業所から感染防止対策・体制整備の中核となる人材として推薦された者

【③連続３回の研修に参加できる方

【日程】第 1 回：11 月 27 日（土）13：00～17：00
第 2 回：12 月 11 日（土）
＜訪問系＞9：00～12：00 ＜入所/通所系＞13：00～17：00
第 3 回：2 月 5 日（土）
＜訪問系＞9：00～12：00 ＜入所/通所系＞13：00～17：00
【会場】練馬福祉人材育成・研修センター 研修室 1・2
【講師】東京医療保健大学大学院 医療保健学研究科
感染制御学 教授 菅原 えりさ 氏
申込期間

11/1（月）9：00～11/15（月）12：00
URL もしくは QR コードからお申込みください。
※こちらの研修は 1 事業所につき 1 名のお申込みでお願いいたします。

URLURLは、各事業所に送付したチラシをご確認ください。
からのお申込みはこちら
https://web.user-page.jp/new_form/?prm=26a0-%2C425.1%2F2-08e41f

問い合わせ

お申込みはこちら

練馬福祉人材育成・研修センター
TEL：03-6758－0145

出張型研修

施設で取り組む高齢者虐待防止対策
～「虐待です」と言われないためにできること～
【日程】12 月 1 日（水）18：00～19：30
【会場】練馬区立勤労福祉会館 会議室 大
【講師】株式会社安全な介護 代表取締役 山田 滋

QRコードは、
各事業所に送
付したチラシ
をご確認くだ
さい。
QR コードからの

氏

この研修は施設で取り組む高齢者虐待防止対策について、事例を用いて学べる研修
となっております。
内容は「介護サービス情報の公表」に準じており、施設で伝達研修を実施したい方
にもおすすめです。会場は、出張型研修として練馬区立勤労福祉会館（大泉学園駅南
口から徒歩 5 分）で行います。ぜひこの機会にご受講ください。

１２月実施の研修は１１月１０日（水）
９:００より ホームページで申込受付中です！
日程

時間

研修タイトル

会場

施設で取り組む高齢者虐待防止対策
～「虐待です」と言われないために
できること～

出張型研修

1日

（水）

18：00-19：30

6日

（月）

9：30-16：30

7日

（火）

13：30-16：00

学ぼう！若年性認知症の人への支援について

9日

（木）

14：00-17：00

仕事がはかどるシリーズ パートⅡ
～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】

9日

（木）

18：30-20：30

LIFE（科学的介護情報システム）の活用方法
の実際 ～効果的な活かし方と今後の課題～

介護福祉士受験対策講座
【全4回の連続研修】

第4回

こちらの研修は
延期となりました

集合研修 ＆
Zoomオンライン

地域共生社会研修

10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

訪問系事業所

感染症対策リーダー養成研修
11日 （土）
入所/通所 施設・事業所 【全3回の連続研修】
13：00-17：00

9：30-12：30

13日 （月）

18：30-20：30

16日 （木）

9：30-12：30

日程
12月

8日

集合研修 のみ
に変更となりました

第2回

より募集受付中
11/15まで受付

みんなで快適に働くために！
人権・コンプライアンスについて考えよう
（プライバシーの保護の取り組み、倫理及び
法令遵守も含む）
地域共生社会
研修

集まれ！練馬のリーダー交流会
～「地域共生社会」を語ろう～
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～

時間
（水）

練馬福祉人材育成・
研修センター 研修室1・2

別途予約フォーム

9：00-12：00

13日 （月）

練馬区立勤労福祉会館
会議室 大

練馬区役所本庁舎
19階1903会議室
練馬福祉人材育成・
研修センター 研修室1・2

研修タイトル

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～

会場
集合研修
＆
Zoomオンライン

練馬区役所本庁舎
19階1903会議室

12 月
申込期間

配信期間

11月10日（水）9：00
～
11月30日（火）12：00

12月１日（水）
～
12月28日（火）12：00

セミナータイトル
職員の人材育成

ベーシック研修

※詳しくはホームページにてご確認下さい

詳細・最新情報は、練馬福祉人材育成・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/
練馬福祉人材育成・研修センター
📞０３－６７５８―０１４５

受付時間:午前 9 時～午後 5 時

定休日:土曜・日曜、祝日

日程

19日 （水）

時間

研修タイトル

9：00-12：00

会場
集合研修
＆

今井塾！生活保護制度

Zoomオンライン

21日 （金）

9：30-11：30

日程
1月

練馬福祉人材育成・
研修センター 研修室1・2

移動・移乗 研修
【全２回の連続研修】

時間

27日 （木） 14：00-16：00

研修タイトル

会場

高次脳機能障害を知ろう
～障害特性と支援方法について～

集合研修 ＆
Zoomオンライン

練馬区役所本庁舎
19階1902会議室

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できる場合がございます。
ご希望の際は、練馬障害福祉人材育成・研修センターへ直接お問い合わせください。
【問い合わせ先】 練馬障害福祉人材育成・研修センター
研修の詳細は右記ホームページにてご確認ください。

秘密厳守

相談無料

📞03-3993-9985

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

詳細は事業所に配布の案内チラシをご覧ください

ねりま 介護・福祉 仕事の悩み相談室
長年、福祉現場に携わってきた、現場の状況に詳しい外部相談員が、
仕事や職場環境のこと、将来やキャリアのことなど

仕事のモヤモヤ
将来へのキャリアップ
話してみませんか

不安やモヤモヤ、悩みなどをお聞きします。
安心な環境の中、おしゃべりを楽しむつもりでお気軽にお話ください。
※お話の内容がお勤め先などに伝わることはありません。

お気軽にご相談ください
特別養護老人ホームの介護職員から始めて、生活相談員、施設長を経験し、30 年以上にわたって
高齢者福祉に携わり、現場の職員のみなさんと一緒に悩み、考えながら過ごしてまいりました。

定年退職後も、社会福祉法人に勤務し、介護認定審査会委員、地域包括支援センター運営協議会委員
なども務めさせていただいております。後輩のみなさんの職場での悩みや将来への不安など、解決の糸口を一緒

相談員 平林ちよ子さん
からのメッセージ

に探していければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

ご相談受付
お問い合わせ先電話番号はご利用案内でご確認ください。

📞 03-6758-0145（9：00～17：00

土日祝日除く） QRコードは

パソコン・スマートフォンからもお気軽にご相談ください
↓ Web からのご相談はこちら
お問い合わせ先URLはご利用案内でご確認ください。

→

https://web.user-page.jp/new_form/?prm=4b3a.15%2F1.1-2-08e41f

ご利用案内
でご確認く
ださい。

