
　日時 研修名 主催 内容 講師等 生涯研修

4月13日 フォローアップ研修 実習指導者養成委員会 学びを生かす実習プログラムとは？

5月13日 支部研修 中河内 平成26年度事例検討会

5月16日 支部研修 大阪北 知ろう、聞こう、見てみよう「生活保護」 松﨑　喜良氏

７月１９日
８月９日
８月２４日
９月７日
９月２８日

成年後見人養成研修 大阪社会福祉士会 2014年度　成年後見人養成研修

5月18日 支部研修 南河内
南河内支部「事例検討会」

(南河内支部会員限定）

5月31日 支部研修 北河内 ｢精神障害者の地域生活支援について」 高田　雅章氏

6月1日 相談センターぱあとなあ 大阪社会福祉士会 リーガルソーシャルワーク報告会

6月6日 研修交流会 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のこれから」 新宮　進氏

6月8日 相談センター 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～

6月8日 支部研修 中河内 「公開事例検討会」

6月14日 支部研修 大阪南
今、社会福祉士が求められているもの、求めているもの

～ワークショップを通じて考える～

6月22日 相談センター 阪社会大福祉士会 相談センターオリエンテーション
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7月6日 支部研修 堺 ｢ピア・サポート・フォーラム２０１４」

7月12日 支部研修 南河内 認知症セミナー

7月23日 支部研修 南河内 事例を通して考える相談援助研修

7月〰 基礎研修Ⅰ 生涯研修センター 基礎研修Ⅰ

8月2日 支部研修 泉州
セルフヘルプグループと社会福祉士

～体験者からの生の声～
江頭　雅史氏

8月9日 交流勉強会 大阪社会福祉士会
債務を抱えた人たちの生活問題ー問題理解と

支援への手がかりを考えるー

8月23日 支部研修 大阪北
講演「地域包括支援センターの現状につい
て」／シンポジウム「地域包括支援センター
の役割と今後の課題について」

三木　一雄氏

8月26日
10月28日
平成27年
2月24日

支部研修 泉州
泉州支部震災支援グループ研修「ぼうさい座
談会～災害への思いを自由に話そう～」

8月30日 支部研修 三島
罪を犯した精神上の障がいのある人の権利擁

護と支援を考える
谷村　慎介氏

8月30日 支部研修 泉州 援助を深める事例研究会

大阪開催日
11月15日・

16日

実習指導者講習会大阪受付 大阪社会福祉士会
2014年度　社会福祉士実習指導者講習会

開催要綱（近畿版）

9月6日 ひきこもり者・家族への支援 北河内
ひきこもり者・家族への支援

～背景としての精神疾患の問題、介入の視点な
ど～

後藤　雅子氏

9月13日
・14日

支部研修 大阪北
一泊研修

「伊勢神宮の歴史をたどり、地域福祉との関
係を学ぶ」

9月21日 支部研修 三島
三島支部新規会員歓迎会

～顔の見える支部活動を目指して～



9月21日 支部研修 堺
第2回　堺支部研修

「デンマークの福祉・医療・教育」

9月23日 調査研究部会 大阪社会福祉士会　生涯研修センター
～あなたの実践を検証し、研究発表につなげ

るために～

10月18日 支部研修 北河内 平成26年度　援助を深める事例検討会

10月25日 支部研修 南河内 第二回　事例検討会

10月25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～12月
予定(1日
間）

ぱあとなあ登録員研修 相談センター 実習生募集

11月1日
平成27年1月
17日・2月15

日・3月28日

支部研修 大阪北 めざそう！相談援助のスーパーバイザー 真辺　一範氏

11月15日 支部研修 泉州
被災地復興について～これからの私たちにで

きること～
遠藤　雅彦氏

11月22日 包括研修 地域包括支援センターネットワーク委員会 地域支援　　精神疾患の疑いのある方への

11月22日 支部研修 三島 茨木病院見学会

11月28日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修 吉田　健二氏

11月29日 活用講座 相談センター
第１３回『医療・福祉関係者のための成年後

見活用講座』

12月6日 支部研修 中河内 会議の進め方 新崎　国広氏

12月6日 支部研修 大阪南 ソーシャルワーク実践報告＆交流会

12月6日 リーガルソーシャル研修 相談センターぱあとな
　　　大阪地検　再犯防止の取り組み

～司法と福祉の連携～
有水　基幸氏

http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2014_11oosakakita.pdf


12月6日 支部研修 泉州 今年もやります！！異業種勉強会及び交流会 かとう　ゆういち氏

12月12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）―　「教育相談に関わって（府立高校生

の２０年間）」
大畑　眞由美氏

12月13日 ４団体合同研修 福祉４団体
法律家とソーシャルワーカーのための交流勉強会

第２回　「意思決定」を考える

平成27年1月17日 成年後見人継続研修 大阪社会福祉士会 ２０１４年度　成年後見人継続研修 吉本　良一　氏

1月24日 支部研修 豊能 生活困窮者支援法の概要と支援者の役割 北　秀昭　氏

2月21日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月28日 独立型ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 大阪社会福祉士会 独立型社会福祉士実践報告会

3月7日 支部研修 泉州
生活保護と生活困窮者の現状と課題
～市民に信頼される制度となるために～

道中　隆氏

3月8日 支部研修 堺 ２０１４年度　実践報告会　発表者募集

3月8日 支部研修 堺 支部全体会議・実践報告会

3月13日 支部研修 大阪南 支部総会・全体講演会 山中　徹二氏 

3月13日 支部研修 豊能 支部全体会議

3月15日 支部研修 北河内
「生きづらさを抱えた若者と社会を繋げるた

めに支援者ができること」
田中　俊英氏

3月15日 支部研修 南河内
ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰから見える教育の現場の実情
と地域との協働　～子どもの貧困を考える～

井上　直子氏

3月15日 支部研修 中河内 支部総会・講演会

http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_13oosakaminami.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_13toyono.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_15kitakawachi.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_15minamikawachi.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_15nakakawachi.pdf


3月20日 支部研修 大阪北
「ｱﾒﾘｶのｱｼﾞｱ人向けのﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑで学んだこと

社会福祉士の仕事」
今　明日香氏

3月22日 支部研修 三島 全体会議・講演会 三浦　俊一氏

3月28日 現任研修 大阪社会福祉士会　相談センター
相談センターぱあとなあ

登録相談員現任研修「障がい者支援への理解」
松浦　聡氏

http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_20oosakakita.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_22mishima.pdf
http://www.oacsw.or.jp/userfiles/file/2015_3_28gennninnkennshuu.pdf

