HIROGARI

ファーストステップ研修修了のご報告
事前事後課題を含め 15 日間の受講を終了し、最終日の総合
学習後の記念スナップです。にっこり安堵の表情です。この後、

平成２７年度
課題解決の様々な手法を学べたとこは有意義でした」と嬉し
いコメントをいただきました。

方が修了証を受け取られました。
受講者からは「事前事後課題と仕事と家庭の両立は本当に
大変でした。でも、受講してよかったです。視野を広くもて
る介護福祉士に少しでも近づいたのではないかと思います。

研修会のご案内
②実務者研修教員講習会

幅広い業務を担うサービス提供責任者育成のための研修を、9 月から
月に一度のスケジュールで開講いたします。

2016 年度の介護福祉士国家試験から実務経験３年以上の受験者は「
実務者研修」（最大 450 時間）の修了が必須となります。実務者研修の
実施機関「実務者養成施設」の要件として専任教員の１人は原則とし
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※受講時間は日によって違います。

各ブロック研修のご案内
ブロック活動の目的
滋賀県介護福祉士会の周知
滋賀県介護福祉士会への入会促進
介護福祉の仕事の情報発信

研修内容の一部紹介

身近なところでの良質な研修会
（地域ニーズ等も含む）

など

横の繋がりを創る、出会いの場
ブロック分け

30 名

受講者の決定に際しては、滋賀県介護福
祉士会会員を優先いたします。

場合受講料は返金いたします。

受講料

50,000 円 （テキスト代含む）
非会員 90,000 円 （テキスト代含む）
会

員

湖北
湖東・東近江

｜長浜市／米原市
彦根市／愛知郡／犬上郡／東近江市
蒲生郡／近江八幡市

甲賀

｜甲賀市

湖南

｜草津市／栗東市／守山市／野洲市／湖南市

大津

｜大津市

湖西

｜高島市

ブロック長紹介
湖北

｜田中清隆｜社会福祉法人 尊徳会

湖東・東近江 ｜山本さわ｜医療法人 湖葉会
甲賀

｜内記

湖南

｜山中一矢｜NPO 法人 宅老所心

実習指導者講習会

大津

｜冨岡

※現在日程調整中です。もうしばらくお待ちください。

湖西

｜大森米子｜株式会社 Be スマイル

聖｜株式会社 あいえん
亮｜社会福祉法人 近江笑生会

段の仕事をなぁなぁでやっているこ

講習会の終わり頃には、皆さん声

I･M

湖北

グループホーム、ユニットケア、小規模多機能型居宅介護事業所の増
加により、調理に携わる職員も増加していることから、7 月頃に調理
と栄養と食事を踏まえた研修を予定しています。
9/20
「ヨガ・腰痛予防研修」※腰痛に悩む職員の増加への腰痛予防対策につ
いて、ヨガ等を盛り込みながら、楽しく学びましょう！（湖東・東近
江合同）
3/15
「口腔ケア研修」口腔機能を知り、誤嚥性肺炎の防止の知識を再確認し
ましょう。（湖東・東近江合同）
いずれも場所は未定ですが、時間は 18：30 〜 20：30 の予定です。
湖東・東近江
9/20
「ヨガ・腰痛予防研修」と 3/15 「口腔ケア研修」を湖北と合
同で開催する予定です。
甲賀
6 月「接遇研修」9 月「排泄ケアについて」12 月「認知症の理解について」
2 月「基礎的な介護技術について」を予定しています。※他職種（アロマ
やマッサージ）との交流も考えています。
湖南
8/23
18：30 〜 20：30
グループホーム常輝の里（草津市志那中町 25 番地）「介護技術研修」
※移乗移動について基本を中心とした内容です。基本なくして応用は
ありませんから、とても大切な基本の介護技術について、皆さんと再
確認しましょう。
10 月に言語聴覚士を招き、口腔内の働きや摂食嚥下の学習会を、3 月に
看護師を招き、泌尿器についての学習会を予定しています。
大津
9 月頃に 2 回開催予定。薬剤師を招き、薬についての基礎的な知識など
についての学習会を予定しています。場所等は未定です。
湖西
8 月「接遇研修」9 月「介護技術研修」10 月「認知症ケア研修」を予定
しています。会場は「高島市働く女性の家」時間は 19：15 〜 21：15 の
予定です。

■ぜひ︑他のブロック研修にもお気軽にご参加ください
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○講習会に関わった会員の声

サービス提供責任者の業務と役割
訪問介護員の育成・コミュニケーション技術
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日本介護福祉士会へ提出の修了課題もクリアされて、26 名の

①サービス提供責任者研修

東近江ブロック研修

介護福祉士実技試験対策講習会が平成 28 年 2 月 28 日

