
【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 （担当 若松・勝）

TEL： ０５２-７４５-６６６０ ホームページ http://care-net.biz/23/zaitakunet/

令和２年 ７月 ８日（水）10：00～16：30
＠名古屋市医師会館 ６階 講堂
名古屋市東区葵 1−4−38

最寄駅：地下鉄東山線「新栄町」駅より徒歩約５分･
桜通線「車道」駅より徒歩９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になります。

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
～スタッフを支え育てるために～
※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６月１０日（水）ま
でにお願いします。
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
※詳細はホームページ上の「申込方法のご案内」を
ご覧ください。

参加可否

６月１６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、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

・本研修は、令和２年１０月２７日（火）に開催するものと
同一内容です。
・車での来場はご遠慮ください（会場駐車場使用不可）。
・昼食は各自でおとりください。

新型コロナウイルスの感染防止のため、
皆様のご理解並びにご協力をお願いします。

①名古屋市の判断により、中止となる場合があります。
受講予定日の２週間前までに名古屋市社協研修セン
ターホームページに実施の有無を掲載しますので、
必ず事前に実施状況をご確認ください。

【HPｱﾄﾞﾚｽ：http://care-net.biz/23/zaitakunet/
または「名古屋市社協 研修センター」で検索】

②３密を避けるため、定員数の削減や研修内容等を変更
する場合があります。また、換気のため快適な空調と
はなりませんので、防暑・防寒対策をお願いします。

③研修中は、常時マスクの着用をお願いします。消毒薬
等も可能な限りご持参ください。

④研修当日も含め、研修前２週間以内に発熱や咳等の感
染が疑われる症状があった場合には、参加をご辞退い
ただきます。お手数ですが、必ず下記問い合わせ先ま
でご連絡をください。



【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

TEL：052-253-6758 HP： http://care-net.biz/23/zaitakunet/

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。また、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
いことを中心に制度全般について学びます。また、地域支援事業や介護サービス情報の公表
制度の内容など関係する事業についても解説します。
※ 研修にはグループワークも含みます。

研修番号

02

日時 ： 令和２年７月１６日（木） 10：00～16：00

名古屋市医師会館 ６階講堂

市内の介護関係業務従事者 （６０名）
※ 申込が定員を超過した場合は抽選になります。

日本福祉大学中央福祉専門学校

校長 長岩 嘉文 氏

社会福祉研修センター ホームページより
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
締切日：６月１０日（水）詳細は別紙「申込方法のご案内」参照

６月１６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。

・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。

東区葵１－４－３８
最寄駅：地下鉄東山線「新栄町」徒歩5分、桜通線「高岳」徒歩８分

講 師

申込方法

会 場

参加可否

定員・対象者

新型コロナウイルスの感染防止のため、皆様のご理解並びにご協力をお願いします。

①名古屋市の判断により、中止となる場合があります。
受講予定日の２週間前までに名古屋市社協研修センターホームページに実施の有無を掲載しますので、
必ず事前に実施状況をご確認ください。
【HPｱﾄﾞﾚｽ：http://care-net.biz/23/zaitakunet/ または「名古屋市社協 研修センター」で検索】

②３密を避けるため、定員数の削減や研修内容等を変更する場合があります。
また、換気のため快適な空調とはなりませんので、防暑・防寒対策をお願いします。

③研修中は、常時マスクの着用をお願いします。消毒薬等も可能な限りご持参ください。
④研修当日も含め、研修前２週間以内に発熱や咳等の感染が疑われる症状があった場合には、

参加をご辞退いただきます。お手数ですが、必ず下記問い合わせ先までご連絡をください。



【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

TEL：052-253-6758 HP： http://care-net.biz/23/zaitakunet/

サービス提供責任者（以下、「サ責」と略）は個別計画の作成、調整、訪問介護員への指導
など様々な業務を担っています。この研修では初任のサ責を対象として、いまさら聞けない
サ責の業務や役割について再確認します。現場経験者で作成したマニュアルを用い、訪問介
護事業における基本事項から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
任サ責の現場目線で解説します。※ 研修にはグループワークも含む

市内の訪問系事業所に従事するサ責（６０名）
※ 在職3年未満のサ責職員を対象とする。
※ 申込が定員を超過した場合は、抽選になります。

名古屋市介護サービス事業者連絡研究会

訪問サービス委員会 委員

社会福祉研修センター ホームページより
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
締切日：６月１０日（水）詳細は別紙「申込方法のご案内」参照

６月１６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。

・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

日時 ： 令和2年7月20日（月） 10：00～16：30

社会福祉研修センター
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・桜通線「御器所」徒歩２分

講 師

申込方法

会 場

参加可否

定員・対象者

新型コロナウイルスの感染防止のため、皆様のご理解並びにご協力をお願いします。

①名古屋市の判断により、中止となる場合があります。
受講予定日の２週間前までに名古屋市社協研修センターホームページに実施の有無を掲載しますので、
必ず事前に実施状況をご確認ください。
【HPｱﾄﾞﾚｽ：http://care-net.biz/23/zaitakunet/ または「名古屋市社協 研修センター」で検索】

②３密を避けるため、定員数の削減や研修内容等を変更する場合があります。
また、換気のため快適な空調とはなりませんので、防暑・防寒対策をお願いします。

③研修中は、常時マスクの着用をお願いします。消毒薬等も可能な限りご持参ください。
④研修当日も含め、研修前２週間以内に発熱や咳等の感染が疑われる症状があった場合には、

参加をご辞退いただきます。お手数ですが、必ず下記問い合わせ先までご連絡をください。



【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

TEL：052-253-6758 HP： http://care-net.biz/23/zaitakunet/

参加者同士で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、
上司や部下、同僚との協力、連携するために必要となるコミュニケーション能力などの対人
援助職として必要な能力の向上を図る研修を行います。
また、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。
※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。

市内の介護関係業務従事者 （5０名）
※ 申込が定員を超過した場合は抽選になります。

株式会社コンソーシアムジャパン

代表取締役 平栗 潤一 氏

社会福祉研修センター ホームページより
（http://care-net.biz/23/zaitakunet/）
締切日：６月１０日（水）詳細は別紙「申込方法のご案内」参照

６月１６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。

・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

04

日時 ： 令和2年7月31日（金） 13：00～17：00

講 師

申込方法

会 場

参加可否

定員・対象者

社会福祉研修センター
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・桜通線「御器所」徒歩２分

新型コロナウイルスの感染防止のため、皆様のご理解並びにご協力をお願いします。

①名古屋市の判断により、中止となる場合があります。
受講予定日の２週間前までに名古屋市社協研修センターホームページに実施の有無を掲載しますので、
必ず事前に実施状況をご確認ください。
【HPｱﾄﾞﾚｽ：http://care-net.biz/23/zaitakunet/ または「名古屋市社協 研修センター」で検索】

②３密を避けるため、定員数の削減や研修内容等を変更する場合があります。
また、換気のため快適な空調とはなりませんので、防暑・防寒対策をお願いします。

③研修中は、常時マスクの着用をお願いします。消毒薬等も可能な限りご持参ください。
④研修当日も含め、研修前２週間以内に発熱や咳等の感染が疑われる症状があった場合には、

参加をご辞退いただきます。お手数ですが、必ず下記問い合わせ先までご連絡をください。



研 修 会 場 案 内 図 

【名古屋市医師会館】 
名古屋市東区葵１－４－３８（６階講堂） 

（公共交通機関のご案内） 
 
 ・地下鉄東山線「新栄町」駅下車  
   ２番出口より徒歩５分 
 ・地下鉄桜通線「車道」駅下車    
   ４番出口より徒歩９分 
 

◇ 研修会場へは、公共交通機関をご利用ください ◇ 

会場に駐車場はありません。※医師会急病センターに駐車しないようご注意ください。 

名古屋市医師会館の入り口からお入りください。 

※隣の医師会急病センターとお間違えないよう 

ご注意ください。 



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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