
生涯
単位

5月17日 フォローアップ研修 実習指導者養成委員会
実習指導者講習会修了者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

実習ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ　中級編
橋本　有理子 氏

5月31日 支部研修     堺 「成年後見活動検討会」＆「名刺交換会」

 6月6日 支部研修  中河内  事例検討会 

6月～
平成28年2

基礎研修Ⅱ  大阪社会福祉士会　生涯研修ｾﾝﾀｰ  2015年度「基礎研修Ⅱ」 

 6月～
平成28年3

基礎研修Ⅲ  大阪社会福祉士会　生涯研修ｾﾝﾀｰ  2015年度「基礎研修Ⅲ」 

6月～
平成28年3

スーパービジョン 大阪社会福祉士会　生涯研修ｾﾝﾀｰ スーパービジョンについて

6月19日 実践研究ゼミナール 生涯研修センター あなたの実践研究をサポートします

6月13日 支部研修 南河内
『事例検討会』

テーマ「ほんまにこれでええんかなぁ？」

6月23日 支部研修 大阪南 事例を通して考える　相談援助研修 目　礼子氏

6月26日 包括研修 地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 地域包括支援ｾﾝﾀｰ　　研修交流会

6月27日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

7月12日
8月16日
8月29日
9月5日

9月23日

成年後見人養成研修 大阪社会福祉士会
　　2015年度

成年後見人養成研修

7月4日 支部研修 大阪北
あなたは最期をどのように暮らしたいですか？～在

宅ホームホスピスとは～
浜渦　辰二　氏

講師等　　　　日時

2015年度　研修情報

研修名 主催 内容
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7月12日 支部研修 堺 ピアサポート・フォーラム2015

 7月12日 支部研修 三島 少年事件の裏に潜む社会背景 澤井　幸男　氏

7月16日 ぱあとなあ緊急集会 相談センタ－ ぱあとなあ名簿登録会員のための緊急集会

7月18日 支部研修 中河内 「生涯研修制度と認定社会福祉士」について

7月18日 支部研修 北河内
ホームレス状態を生み出さない社会へ
～ＮＰＯ法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒの取り組み～

川口　加奈　氏

7月25日 実践研究セミナー2015
生涯研修センター

調査研究部会
11月28日に開催される「第3回社会福祉士学会」のプレ企画

第1回目～研究計画の立て方について～

8月1日 包括研修
地域包括支援センターネットワーク委員会

コラボ研修
地域包括ケアシステム　入門編

8月3日 支部研修 南河内
障がい児・者支援センター見学会

「障がいのある人の地域生活支援」

8月8日 支部研修 大阪北 ―知ろう、聞こう、見てみよう「終末期医療」— 西原　承浩　氏

8月29日 支部研修 豊能
「傾聴技法と自立支援」

～コミュニケーション力を高める～
森山　眞治　氏

8月30日 支部研修 泉州 援助を深める事例研究会

9月12日 支部研修 大阪南 「会議力」「質問力」を考える

9月13日 実践研究セミナー2015
生涯研修センター

調査研究部会
11月28日に開催される「第3回社会福祉士学会」のプレ企画

第2回目～実践研究の発表について～
伊藤　嘉余子 氏

10月2日 支部研修 大阪北
知ろう、聞こう、見てみよう　シリーズ研修

『大切な方が死に臨まれる時のご家族やｽﾀｯﾌに対する
心のｹｱ』ｸﾞﾘｰﾌｹｱとは～

榊原　牧子　氏

10月4日 支部研修 堺 「支部会員による実践報告会」
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10月4日 相談ｾﾝﾀｰ　講演と相談会 大阪社会福祉士会
市民のための成年後見制度の活用について

～講演と相談会～
保田　眞規生 氏

10月16日 実践研究ゼミナール
　生涯研修ｾﾝﾀｰ
調査研究部会

　　実践研究ゼミナール
～あなたの実践研究をサポートします～

10月17日 地域包括研修 地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会
「地域ケア会議と地域づくり」～地域包括ケア確立

に向けて～
中　恵美　氏

10月17日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

10月24日 支部研修 堺 さかいボランティア・市民活動フェスティバル

10月25日 支部研修 北河内
諦めない。～制度の狭間にある人たちを支えるため

に～いちばん厳しい人から学ぶ
勝部　麗子　氏

11月7日 支部研修 中河内
「その人の場所から考える支援」

～法を犯した人への支援を通じて～
倉田　めば　氏

11月14日 支部研修 三島 施設見学会

11月21日 活用講座 相談ｾﾝﾀｰ
第14回『医療・福祉関係者のための

成年後見活用講座』

11月23日 ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ部会研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 犯罪被害者に対する支援について 新　恵理　氏

11月25日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修 松隈　愉香　氏

11月28日 調査研究部会 生涯研修ｾﾝﾀｰ 第3回　大阪社会福祉士学会

11月29日 支部研修 堺支部 「堺市生活困窮者支援について 守屋　紀雄　氏

12月4日 包括研修 地域包括ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 地域包括ケアシステムとは 山田 美代子 氏

12月5日 支部研修 泉州 空き家問題 河田　真一　氏

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%8C%85%E6%8B%ACNW%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7 %282015.10.17%29%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%88%86.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%A0%BA%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80H27.10%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%A0%BA%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9   H27.11%E6%9C%88%E5%8F%B7%E3%83%BB%EF%BC%92%E6%9E%9A.pdf


12月10日 支部研修 大阪南 障がい者就労支援におけるｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 藤田　直　氏

12月12日
12月13日

社会福祉士実習指導者講習会 大阪社会福祉士会 実習指導者を養成するための　講習会

12月12日
平成28年
1月23日
2月20日
3月19日

支部研修 大阪北 相談援助者のスキルアップ講座 眞辺　一範　氏

12月18日 実践研究ゼミナール 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
　　　実践研究ゼミナール

～あなたの実践研究をサポートします～

12月20日 支部研修 三島 事例検討会

平成28年
1月23日

成年後見人継続研修 大阪社会福祉士会 2015年度　成年後見人継続研修

1月30日 支部研修 南河内 ～チームマネジメント研修～ 山下　勝巳　氏

1月30日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月20日 現任研修 大阪社会福祉士会 マイナンバー・悪質商法への理解を深める

2月20日 支部研修 豊能 介護保険制度の諸課題と将来像 水野　博達　氏

2月24日 実践研究ゼミナール 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践ゼミナール

～あなたの実践研究をサポートします～

2月27日 支部研修 泉州 全体総会

3月11日 支部研修 大阪北 全体会議

3月12日 支部研修 南河内 全体会議

3月12日 支部研修 大阪南 全体会議
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http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A5%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%82%99%E3%83%9F%E5%8E%9F%E7%A8%BF%E4%BF%AE%E6%AD%A3%2820160224%29.pdf


3月13日 支部研修 中河内 全体会議

3月19日 独立型社会福祉士実践報告会 独立型社会福祉士ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 独立型社会福祉士実践報告会

3月20日 支部研修 北河内 研修会　　全体会議 小山　秀之　氏

3月27日 支部研修 堺 全体会議

3月27日 支部研修 三島 講演会　全体会議 木村　泰子　氏
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