
【本研修に関する問い合わせ先】 名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修センター

TEL： ０５２-７４５-６６６０ （担当 勝・配藤）

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

令和元年6月26日（水）10：00～16：30
＠名古屋市総合社会福祉会館

名古屋市北区清水４－１７－１ 北区役所７階

最寄駅：地下鉄名城線「黒川」駅より徒歩５分

中堅職員という立場になると、リーダーとして指導していく役割を徐々に担うようになります。また、福祉・
介護の仕事は責任とやりがいがある仕事ですが、中堅職員は指導的役割を担うことで悩みや不安を抱
えやすい状況にあります。スーパービジョンは初心者やスタッフを支えるとともに、指導・助言を通して専
門職としての成長を促す指導法のひとつです。本研修では、その基礎理論や、指導者であるスーパーバ
イザーの役割、スーパーバイジーの成長を促すための方法など、職場全体の対人援助職としての専門
性を向上させ、利用者の処遇向上に繋がるよう基本的な方法論を学びます。

定員：100名 （申込が定員を超過した場合は抽選）

対象者：市内の在職３年以上の介護業務従事者
ソーシャルワーカー・サポートセンター名古屋

代表 浅野 正嗣 氏

テーマ

・介護現場の人材育成に活かすスーパービジョン
～その手法を知る～

※本研修は、１日のみの入門編です。より専門的・実践的な内容
を学びたい方向けに「スーパービジョン実践研修（３日間）」もご用
意しています。

講師

開催日及び会場

定員及び対象者

申込方法

研修参加申込は名古屋市社会福祉協議会 社会福
祉研修センター ホームページから５月１５日（水）ま

でにお願いします。（http://care-
net.biz/23/zaitakunet/）※詳細は別紙「申込方法の

ご案内」をご覧ください。

参加可否

５月２１日（火）までに、受講決定者には「受講決定
のお知らせ」を、落選者には「落選のお知らせ」を
FAXで通知いたします。

その他

・本研修は、令和元年９月９日（月）にも同会場にて
開催します。

・自動車での来場はご遠慮ください。
・昼食は各自でおとりください（会場でも飲食可）。

研修番号

01

スーパービジョンは対人援助職には必須といわれています。支援を必要とする人に適切な援助が
提供できるように、援助職者の心理的レベルにも配慮した教育的目的をともなった指導方法です。
現在はスーパービジョンの継続的な実施が認定社会福祉士の資格要件にもなっています。

講師 浅野正嗣氏より

スーパービジョンとは



【本研修に関する問い合わせ先】 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局

TEL：052-253-6758

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

令和元年６月２７日（木）10：00～16：00
＠名古屋市総合社会福祉会館
名古屋市北区清水４－１７－1 北区役所７F
最寄駅：地下鉄名城線「黒川」駅より徒歩5分

介護保険制度の目的や制定された背景また関連法規などをわかりやすく解説致します。介護保険
料の仕組みや要介護認定の流れ、各種加算解釈と算定根拠など知っておかなければならないこと
など全般を学びます。また、地域支援事業や介護サービス情報の公表の内容などについてもご説
明いただきます。

※ 研修にはグループワークも含みます。

第149回ニコムセミナー開催のご案内

定員：６０名
※本研修のお申込は1事業所1名とさせていただきます。申込
が定員を超過した場合は抽選になります。

対象者：市内の介護関係業務従事者

日本福祉大学中央福祉専門学校

校長 長岩 嘉文 氏

テーマ

介護保険制度の基礎的理解について

講師

開催日及び会場

定員及び対象者

申込方法

名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修セン
ター ホームページから５月１５日（水）までにお
願いします。
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
※詳細は別紙「申込方法のご案内」をご覧ください。

参加可否

５月２１日（火）までに、受講決定者には「受講決
定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知ら
せ」をFAXで通知いたします。

その他

・研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。
公共交通機関をご利用ください。
・筆記用具、昼食は各自でご用意ください。

・当日は座席により空調の風向・風量が異なる
為、温度調整のできる服装でお越しください。

・無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅
刻および欠席される場合はご連絡願います。

研修番号

02



【本研修に関する問い合わせ先】 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局

TEL：052-253-6758

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

令和元年７月９日（火）10：00～16：30
＠名古屋市社会福祉協議会
社会福祉研修センター 研修室
名古屋市昭和区阿由知通3-19 昭和区役所7階
最寄駅：地下鉄鶴舞線「御器所」駅１番出口より徒歩２分
地下鉄桜通線「御器所」駅８番出口付近から連絡通路
直結徒歩１分

サービス提供責任者は個別計画の作成、調整、訪問介護員への指導、サービス提供等、様々な業務を
担っています。この研修では初任のサービス提供責任者を対象として、いまさら人に聞けないサービス提供
責任者の業務や役割について再確認します。現場経験豊富な複数の事業者の協力によって作成したマ
ニュアルにより、訪問介護事業における基本事項の再確認をはじめ、アセスメントやモニタリング業務、記録
業務の注意点まで、現任のサービス提供責任者から現場目線で解説していただきます。
※ 研修にはグループワークも含みます。

第149回ニコムセミナー開催のご案内

定員：６０名
※本研修のお申込は1事業所1名とさせていただきます。申込
が定員を超過した場合は抽選になります。

対象者：市内訪問系事業所に従事するサー
ビス提供責任者で在職３年未満の職員

名介研 訪問サービス委員会委員

テーマ

サービス提供責任者の業務とは
※昨年度と同様の研修内容が含まれています

講師

開催日及び会場

定員及び対象者

申込方法

名古屋市社会福祉協議会社会福祉研修セン
ター ホームページから５月１５日（水）までにお
願いします。
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
※詳細は別紙「申込方法のご案内」をご覧ください。

参加可否

５月２１日（火）までに、受講決定者には「受講決
定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知ら
せ」をFAXで通知いたします。

その他

・本研修は令和元年１２月１０日（火）に名古屋市総合社会福祉会館でも開催します。
・研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。公共交通機関をご利用ください。
・筆記用具、昼食は各自でご用意ください。
・当日は座席により空調の風向・風量が異なる為、温度調整のできる服装でお越しください。
・無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅刻および欠席される場合はご連絡願います。

研修番号

03



【本研修に関する問い合わせ先】 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会 事務局

TEL：052-253-6758

ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

令和元年７月２６日（金）13：00～17：00
＠名古屋市社会福祉協議会

社会福祉研修センター 研修室
愛知県名古屋市昭和区阿由知通3-19 昭和区役所7階
最寄駅：地下鉄鶴舞線「御器所」駅１番出口より徒歩２分
地下鉄桜通線「御器所」駅８番出口付近から連絡通路
直結徒歩１分

業務上の悩みや不安を共有することで、課題解決方法や解決の為のヒントを得られるよう情報・意見交換を
します。また、アクティビティを交えてチームビルディングを体験し、チーム内で信頼関係を築くこと、コミュニ
ケーションをとりながら個々が自分らしさを発揮することの大切さを再確認し、上司や部下、同僚との協力、
連携に役立つコミュニケーション能力およびモチベーションの向上を図ります。

※研修の際は筆記用具、名刺、事業所で使用しているネームホルダーをお持ちください。

定員：５０名
※本研修のお申込は1事業所1名とさせていただきます。申込が
定員を超過した場合は抽選になります。

対象者：市内の介護関係業務従事者

株式会社ｆree faith
代表取締役 佐藤 匡雄 氏
チームのあり方、リーダーシップのあり方について選択理論、
行動科学、心理学をベースにしたチームビルディング研修
の講師を務める。

テーマ

新人フォロー研修 ～悩み解決サロン～

講師

開催日及び会場

定員及び対象者

申込方法

名古屋市社会福祉協議会 社会福祉研修セン
ター ホームページから５月１５日（水）までにお
願いします。
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
※詳細は別紙「申込方法のご案内」をご覧ください。

参加可否

５月２１日（火）までに、受講決定者には「受講決
定のお知らせ」を、落選者には「落選のお知ら
せ」をFAXで通知いたします。

・研修会場には駐車場・駐輪場はありません 。
公共交通機関をご利用ください。
・筆記用具は各自でご用意ください。

・当日は座席により空調の風向・風量が異なる
為、温度調整のできる服装でお越しください。

・無断欠席等は研修運営の妨げとなります。遅
刻および欠席される場合はご連絡願います。

研修番号

04

その他



研 修 会 場 案 内 図

【名古屋市総合社会福祉会館】
名古屋市北区清水四丁目１７番１号

（公共交通機関のご案内）

地下鉄名城線「黒川」駅下車 １番出口より 徒歩８分

◇ 研修会場へは、公共交通機関をご利用ください ◇

名古屋市総合社会福祉会館
（北区総合庁舎７階）



研 修 会 場 案 内 図

【名古屋市社会福祉協議会
社会福祉研修センター】

名古屋市昭和区阿由知通３－１９
昭和区役所７Ｆ
Ｔ Ｅ Ｌ ( 0 5 2 ) 7 4 5 - 6 6 6 0

（公共交通機関のご案内）

①地下鉄でお越しの場合
・地下鉄鶴舞線「御器所」駅下車 １番出口より 徒歩２分
・地下鉄桜通線「御器所」駅下車 ８番出口付近から連絡通路直結 徒歩１分
※直結の連絡通路は、桜通線改札口からしか行くことができません。

②市バスでお越しの場合
「御器所通」バス停下車 徒歩１分

◇ 研修会場へは、公共交通機関をご利用ください ◇
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