
4月19日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

　平成30年4月　事例検討会
～債務整理について～

5月12日
6月2日・30

日・7月14日
成年後見人材育成研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

2018年度　成年後見人材育成研修
（大阪会場）

5月17日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ
生涯研修ｾﾝﾀｰ
調査研究部会

実践研修ｾﾝﾀｰ
～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

5月18日
6月9日・10日

支部研修 大阪北 家庭的保育研修一泊視察旅行 岡本　　聡子氏

5月19日 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 大阪社会福祉士会
社会福祉士　実習指導初心者、実習指導経験1･2･3年目

の方向け実務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄおよび実習の事例検討会

5月19日・25
日

成年後見人名簿登録者
継続研修

大阪社会福祉士会
平成30年5月　継続研修

～後見人の倫理・少額補填制度の見直しについて～

5月26日 支部研修 三島 施設見学会・交流会

6月6日 支部研修 豊能
支部研修会

ダイキン　サンライズ摂津　見学会

6月10日 相談ｾﾝﾀｰ　　講演と相談 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 大北　　元　氏

6月11日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

平成30年6月　事例検討会
～在宅復帰が困難な自宅の管理方法について～

6月16日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

6月17日 相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
大阪社会福祉士会　相談ｾﾝ

ﾀｰ
相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

2018年度　研修情報
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6月30日 支部研修 大阪南
事例検討会の進め方

―援助技術を高めるために―
鵜浦　　直子　氏

7月～
 平成31年3月

ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ
大阪社会福祉士会

生涯研修ｾﾝﾀｰ
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝについて

7月1日 支部研修 堺 2018年度・第1回支部研修会

7月5日・18日
21日

必須研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
平成30年7月　必須継続研修

～本人死亡後の事務処理について～
阿多　麻子　氏
西川　和宏　氏

7月8日 司法福祉研修会
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ部会
出所者の社会移行を地域で考える

～当事者の語りから～
毛利　　真弓　氏

7月16日 支部交流会 豊能 交流企画　BBQ大会

7月19日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ
生涯研修ｾﾝﾀｰ
調査研究部会

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

7月21日 支部研修 北河内 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの価値を再発見する

7月27日 支部研修 大阪北
子どもの貧困シリーズ№４

「自立支援ﾎｰﾑから見えてくる子どもの貧困」
濱田　　進士　氏

8月1日・8日
22日

SSWｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座
SSWｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座

大阪社会福福祉士会
子ども家庭福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座
岩部　孝洋　氏
幸野　通裕　氏
森本　進士　氏

8月4日 支部研修 泉州
「地域共生社会を通じて見えてきた社会福祉士の役割と

価値」
阪上　尚大　氏

8月16日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 平成30年8月　事例報告～相続について～

8月20日
意思決定支援を踏まえた
成年後見人等の事務に関

するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ説明会

大阪意思決定
支援研究会

後見人名簿登録者のための説明会

8月25日 支部研修 大阪南 「行動障害の理解と支援」 大久保　賢一　氏　

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A3%E5%A0%BA%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9   H30.6%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%82%99%E3%83%9F%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%2820180719%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%82%99%E3%83%9F%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%2820180719%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A9%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%BF%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A %28 2018.%EF%BC%97%E8%A3%8F%E9%9D%A2  %29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%AC%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8D%972018%E5%B9%B48%E6%9C%88%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf


8月26日 独立型社会福祉士勉強会
独立型社会福祉士

ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会
「経営、倫理を学ぼう」

9月～12月 基礎研修Ⅰ 大阪北 基礎研修Ⅰ事前課題４　　講師募集

9月10日
15日

成年後見人名簿登録者
継続研修

相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
平成30年9月　継続研修

～後見事務報告書作成について～
支援班班長

9月14日 支部研修 堺 2018年度　第２回支部研修会

9月20日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ
  生涯研修ｾﾝﾀｰ
調査研究部会

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

9月22日
29日

支部研修 中河内
社会福祉士のための

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ®実践研修

9月23日 支部研修 三島 新規会員歓迎会

9月26日 支部研修会 大阪南 事例を通して考える相談援助研修

9月29日・30
日平成31年

2月24日
実践力養成研修 大阪社会福祉士会

2018年度地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ
実践力養成研修

10月～
12月

登録相談員実習 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 実習生募集

10月6日 支部研修 三島 事例検討会

10月6日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

10月13日 支部研修 大阪北 秋の収穫祭　名刺交換会

10月13日 支部研修 大阪北
子どもの貧困ｼﾘｰｽﾞNo.5

「ひとり親家庭と子どもの貧困について」
中野　冬美　氏

10月18日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

平成30年10月　事例検討会
～損害賠償請求について～

10月20日 支部研修 大阪南 支部交流会
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10月28日 支部研修 堺 RUN伴 堺 2018　　認知症ｻﾎﾟｰﾀｰｷｬﾗﾊﾞﾝ

10月28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

11月17日 支部研修 豊能
多世代多文化ｺﾐｭﾆﾃｨづくり

援助する人される人の関係を超えたｿｰｼｬﾙﾜｰｸ
山本　知恵　氏

11月17日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士会 いま、社会福祉士が向き合うべき価値・倫理とは 山縣　文治　氏

11月17日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士会 いま、社会福祉士が向き合うべき価値・倫理とは 山縣　文治　　氏

11月18日 支部研修 三島
講演会

依存症の問題って？
～基礎知識と支援の現状～

谷口　伊三美氏

11月22日 支部研修 大阪北
子どもの貧困ｼﾘｰｽNo.6

「発達障害への理解と支援を考える」
鬼頭　有代　氏

11月23日 支部研修 堺 第24回福祉ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in夕雲児童公園

11月23日 支部研修 中河内 公開　事例検討会

11月24日 成年後見活用講座 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
第17回『医療・福祉関係者のための成年後見活用講座

（基礎編）』

11月27日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

平成30年11月　継続研修
～意思決定支援について～

11月29日 支部研修 南河内
運動器ケア しまだ病院

Eudynamicsｳﾞｨｺﾞﾗｽ見学会

12月14日 支部懇親会 豊能 忘年会

12月16日 支部研修 堺
「子ども食堂・ﾏﾘﾘﾝの家」

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ研修会

12月16日 支部研修 三島 事例検討会

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A2%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E5%9E%8B 2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E5%A0%B1%E5%91%8A%E4%BC%9A%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
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12月20日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

平成30年12月 事例検討会
～触法行為および不法行為への法的な対応について～

12月1日
 2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

平成31年
1月12日

支部研修 泉州 異業種交流会 湯川まゆみ氏

1月12日 支部研修 泉州
支部研修会

「ｺﾐｭﾆﾃｨ再生のﾊﾟｲﾌﾟ役になる～NPO法人SEINの活動を
通じて考える～」

湯川まゆみ氏

1月17日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ
生涯研修部会
調査研究部会

実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

1月19日
23日

成年後見人名簿登録者
継続研修

相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
平成31年1月　継続研修

～ぱあとなあ活動と報告書作成について～
支援班班長

1月27日 SSW研修
大阪社会福祉士会

子ども家庭福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

～子ども支援の輪を広げよう企画～
朝食支援で子どもの学校生活が変わった

地域に根差す学校の取組みから、ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの
役割を考える

2月2日 支部研修 堺
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

認知症になっても安心してくらせるまち堺
～わたしにできることはなんだろう～

丹野智文氏

2月16日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月21日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

平成31年2月　事例検討会
～供託について～

2月24日 支部研修 大阪南 支部総会・全体講演会

2月24日 支部研修 泉州 援助を深める事例研究会

3月2日 登録相談員現任研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
　障がい福祉

～共生ｻｰﾋﾞｽ事業と地域生活支援拠点事業について～
保田眞規生氏
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http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%A0%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%8F%BE%E4%BB%BB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf


3月8日 支部研修 豊能 交流会

3月8日 支部研修 豊能 全体会議（総会）

3月15日 支部研修 大阪北 支部全体会議

3月16日 支部研修 南河内 研修会＆支部全体会 石橋尋志氏

3月16日 支部研修 中河内
支部全体会議

基調講演　「災害と社会福祉士に期待されるもの」
家高将明氏

3月16日 支部研修 北河内
支部全体会議・研修会

会議が変わる！　会議の仕込みと捌き方
～ノンテクがアツい！～

東　悟氏

3月24日 支部研修 三島 支部全体会議・講演会

3月30日 支部研修 堺
全体会議・研修会

堺市支部後援　第2回実践報告会

3月16日
22日

成年後見人名簿登録者
継続研修

相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
平成31年3月　継続研修

～医療同意・医療機関との関わり方について～

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E2%91%AA%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf

