令和 3 年度 北海道主任介護支援専門員 フォローアップ研修会

地域共生社会から捉える高齢者支援
～更生支援における主任ケアマネの役割～
保護と出口支援における主任ケアマネの役割
目
的
【日時】 令和 3 年 9 月～」（仮）
25 日（土）
主任ケアマネとして、スーパービジョンの基
13：30～16：00
高齢者の犯罪を私たちの身近な課題とし
ということで、介護新聞への依頼は進めていきたい
本を確認し、手法を学ぶ。手法を繰り返し
て捉え、地域連携による対応の糸口を検討 【形態】Web 研修
実践してみにつけるように研修に臨む
と思いますがいいでしょうか？
します
【対象】北海道の主任介護支援専門員
（第 32 回）

【定員】 (Zoom)80 名
講

師

※定員に達し次第、受付終了

法務省 札幌保護観察所 統括保護観察官

【受講料】 3，000 円

畠山 茂祥 氏

※お申込みいただいたメールアドレスへ振込先を連絡

特定非営利活動法人 小呂野 理事長
ゆあさ社会福祉士事務所 代表

いたします。振込後の返金は一切できませんのでご了
承ください。

湯淺 弥 氏
さっぽろ社会福祉士事務所 所長
星槎道都大学社会福祉学部社会福祉学科 准教授

ファシリテータ（司会）大島

康雄 氏

（第 33 回）スーパービジョン研修会

～身につけようスーパービジョンの基本～
目
的
主任ケアマネとして、スーパービジョンの基
主任ケアマネとして、スーパービジョンの基
本を確認し、手法を学ぶ。手法を繰り返し実
本を確認し、手法を学ぶ。手法を繰り返し実
践してみにつけるように研修に臨む
践して身につけるよう研修に臨む

【日時】 令和 3 年 11 月 23 日（火）（祝）
10：00～15：30
【形態】Web 研修
【対象】北海道の主任介護支援専門員
【定員】 (Zoom)80 名

講

師

北星学園大学 社会福祉学部 福祉臨床学科
准教授

畑 亮輔 氏

※定員に達し次第、受付終了

【受講料】 4，000 円
※お申込みいただいたメールアドレスへ振込先を連絡
いたします。振込後の返金は一切できませんのでご了
承ください。

※Zoom を使用しての研修です。受講される方は以下の環境が必須となります。
①インターネット接続ができる環境と、カメラ・マイクが使用できるパソコンまたはタブレットを１人 1 台用意。（１台
で複数人の参加は不可）
②E メールでファイル等の送受信ができる（受講決定通知、受講証明書など全てメールで送信します）
【その他】主任介護支援専門員更新研修要件に該当する研修とし、修了者には受講証明書を交付します

問い合わせ先<研修事務局> 一般社団法人北海道総合研究調査会 担当：澤見・森
TEL 011-222-7330(平日 9 時～17 時) FAX 011-222-4105

「令和 3 年度 第 32 回 北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会」 募集要領

【地域共生社会から捉える高齢者支援～更生支援における主任ケアマネの役割～】
１.目的

高齢者の犯罪を私たちの身近な課題として捉え、地域連携による対応の糸口を検討します

２.主催

北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修実行委員会

３.共催

一般社団法人北海道介護支援専門員協会

４.日時

9 月 25 日（土）13：30～16：00

５.プログラム（仮）
時

間

内

容

12：30～13：10（40 分）

Zoom 入室開始、受講用表示名の変更、カメラ・音声の確認

13：10～13：30（20 分）

出欠確認（点呼）

13：30～13：40（10 分）

開会（アンケート説明）
講義 1 「『困った人』は『困ってる人』 きっといる あなたの周りに こんな人」
講師 畠山 茂祥氏（法務省 保護観察所 統括保護観察官）

13：40～15：00（80 分）

講義 2 「立ち直りを支える地域のチカラ」
講師 湯淺 弥氏 （特定非営利活動法人 小呂野 理事長）
（ゆあさ社会福祉士事務所 代表）

15：00～15：10（10 分）

休憩

15：10～15：30（20 分）

ブレイクアウトルームでグループワーク

15：30～15：50（20 分）

グループ発表

15：50～16：00（10 分）

閉会（アンケート説明）

６.対象者 北海道の主任介護支援専門員
７.定 員 80 名
８.受講料（資料代） 3,000 円 ※振込後の返金は一切できませんのでご了承ください
９.参加申し込み 申し込みフォーム https://forms.gle/NFbQGVv7ELqY2rBf7 による
（受講者多数の場合は先着順で締切ります）
申込期間：令和３年７月６日（火）～７月 30 日（金）0：00 まで
※研修開始の２週間前になっても正式な受講決定メールが届かない場合は必ず事務局までご連絡ください
10.その他
・主任介護支援専門員更新研修要件に該当する研修とし、修了者に受講証明書を交付します
・本研修は主任ケアマネが自発的、積極的に学ぶための場として企画、運営をしていますので、資格更新のみ
が目的の方は参加をご遠慮ください

「令和 3 年度 第 33 回 北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修会」 募集要領

【スーパービジョン研修会～身につけようスーパービジョンの基本～】
１.目的

主任介護支援専門員として、スーパービジョンの基本を確認し、手法を学ぶ。手法を繰り返し実践して
身につける

２.主催

北海道主任介護支援専門員フォローアップ研修実行委員会

３.共催

一般社団法人北海道介護支援専門員協会

４.日時

11 月 23 日（火）（祝）10：00～15：30

５.プログラム（仮）
時

間

内

容

9：00～ 9：40（40 分）

Zoom 入室開始、受講用表示名の変更、カメラ・音声の確認

9：40～10：00（20 分）

出欠確認（点呼）

10：00～10：10（10 分）

開会（アンケート説明）
講義と演習
講義 「スーパービジョンの基本～ケアマネジャーの成長を支えるスーパーバイザーの

10：10～12：00（110 分）

関わり方～」
講師 畑 亮輔氏（北星学園大学 社会福祉学部 福祉臨床学科 准教授）

12：00～13：00（60 分）

昼休み
演習

13：00～15：20（140 分）

【スーパービジョン１】
・地域包括の主任ケアマネが居宅のケアマネにスーパービジョンをしたケース（仮）
ライブスーパービジョンを見た後、グループディスカッション
【スーパービジョン２】
・居宅管理者の主任ケアマネが居宅のケアマネにスーパービジョンをしたケース（仮）
ライブスーパービジョンを見た後、グループディスカッション

15：20～15：30（10 分）

閉会（アンケート説明）

６.対象者 北海道の主任介護支援専門員
７.定 員 80 名
８.受講料（資料代） 4,000 円
９.参加申し込み 申し込みフォーム https://forms.gle/XWkYEnFJgopj5rrX8 による
（受講者多数の場合は先着順で締切ります）
申込期間：令和３年７月６日（火）～９月 30 日（木）0：00 まで
※研修開始の２週間前になっても正式な受講決定メールが届かない場合は必ず事務局までご連絡ください
10.その他
・主任介護支援専門員更新研修要件に該当する研修とし、修了者に受講証明書を交付します
・本研修は主任ケアマネが自発的、積極的に学ぶための場として企画、運営をしていますので、資格更新のみ
が目的の方は参加をご遠慮ください

