
2021姫路市介護職員交流促進等事業                  第 7回目 研修のご案内 

介護現場における「介護の質」について考える 

～中間管理職の立場から～ 
 

介護現場での人材育成の方法は、職務を通じた研修や職場外の研修参加など様々な方法があります。今

回の研修では、「介護の質」をテーマに中間管理職の立場から考える研修です。皆さんの事業所では「何

を大切に介護されていますか？」中間管理職の立場でお仕事をされる方同士の意見交換を通して介護の

質について考えていきます。 
 

日 時：202２年 1 月 14 日（金） 

14:00 ～ 17:00 （13:30～ 受付開始） 
※16:00～ 交流会を実施します。     

場 所：姫路市総合福祉会館 5階 第 3 会議室（※集合研修の場合） 

     〒670-0955 姫路市安田 3 丁目１番地 

対象者：生活相談員や主任・リーダーなど中間管理職としてお仕事されている方    

参加費：無料    定 員：20名（※集合研修の場合）   

講 師：河原 正明 氏 

（ NPO 法人はりま総合福祉評価センター 事務局長 ）       

実施方法：集合研修・オンライン研修 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、集合研修とオンラインでの研

修を同時進行で実施します。   
申し込み方法：裏面の受講申込書兼受講調査票をご記入の上、ＦＡＸを送付いただくか、メール

または電話でお申し込みください。 

         申込受付：2022 年１月６日（木曜日）まで 
 

受講に関する留意点 

集合研修を受講する場合 

＊定員超過の場合のみ抽選とします。連絡がない場合は申込みを受理されたものとして、当日お越

しください。 

オンライン研修を希望する場合 

＊インターネットを使って ZOOM※のアプリケーションを利用できる環境が必要です。 

☆オンライン研修についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

 

研修受講の２日前にはお申込みいただいたメールアドレスに研修資料や 

   オンライン研修参加に必要な情報を送付いたします。 

 

 

※ZOOM とは、パソコンやスマートフォンなどの端末を使用して、オンラインでの会議やミーティングを行うためのアプリです。 

 

＜申込み・お問合せ先＞ 

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター 事務局 

TEL：079-287-3000  FAX：079-287-3200  ﾒｰﾙ：harima-jinzai@h-294.com 

※ この事業は、はりま総合福祉評価センターが姫路市より委託を受けて実施しています。 



2021姫路市介護職員交流促進等事業                  第 7回目 研修のご案内 

介護現場における「介護の質」について考える 
～中間管理職の立場から～ 

受講申込書兼受講調査票 

申込締切：２０２２年１月６日（木曜日）まで 

 

必要事項をご記入の上、FAX：079-287-3200 または E-mail：harima-jinzai@h-294.com、電話：

079-287-3000 へ申込み・お問合せください。 

 

氏  名  

事業所名（所属名）等 事業所名：                   ・ 一般 

職種・介護の経験年数 
職 種： 

介護の経験年数：     年     か月 

電話番号  

受講希望形態        

いずれかに☑をしてください。 
□集合研修を希望する    □オンライン研修を希望する 

パソコンメールアドレス 
オンライン研修を希望される方 

 

 

※研修資料の送付やＩＤ・パスワードを送付するために必要となります。 

ご意見・ご要望 

FAX送信票は不要です。 



2021姫路市介護職員交流促進等事業                  第 8回目 研修のご案内 

心も体も元気になるレクリエーションのいろは 

 
今回の研修は、高齢者施設やデイサービスでおこなわれるレクリエーションを『きほん』や『ねらい』

をおさえたうえで、利用者に対するレクリエーションの効果的な実施方法や工夫点などを座学や実技を

通して学びます。心も体も元気になるレクリエーションを一緒に学び、体験してみませんか？ 
 

日 時：2022年 2 月 18 日（金） 

14:00 ～ 17:00 （13:30～ 受付開始） 
※16:00～ 意見交換会を実施します。     

場 所：姫路市総合福祉会館 5階 第 3 会議室（※集合研修の場合） 

     〒670-0955 姫路市安田 3 丁目１番地 

対象者：介護のお仕事に興味関心がある方・介護のお仕事をされている方 

対象者： 介護の経験の浅い方など    

参加費：無料    定 員：20名（※集合研修の場合）   

講 師： 柳  典子 氏（学校法人 姫路文化学園 姫路福祉保育専門学校 教員） 

吉田 由香 氏（学校法人 姫路文化学園 姫路福祉保育専門学校 教員）       

実施方法：集合研修 

※ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて、集合研修からオンラ

イン研修に切り替わる場合がございます。※オンライン研修に切り替わる場合は、

10 日前にはお申込みを頂いた連絡先へ連絡させていただきます。   
申し込み方法：裏面の受講申込書兼受講調査票をご記入の上、ＦＡＸを送付いただくか、メー

ルまたは電話でお申し込みください。 

         申込受付：2022 年２月 9 日（水曜日）まで 
 

受講に関する留意点 

集合研修を受講する場合 

＊定員超過の場合のみ抽選とします。連絡がない場合は申込みを受理されたものとして、当日お越

しください。 

オンライン研修となった場合 

＊インターネットを使って ZOOM※のアプリケーションを利用できる環境が必要です。 

  

☆オンライン研修についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

 

 

※ZOOM とは、パソコンやスマートフォンなどの端末を使用して、オンラインでの会議やミーティングを行うためのアプリです。 

 

＜申込み・お問合せ先＞ 

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター 事務局 

TEL：079-287-3000  FAX：079-287-3200  ﾒｰﾙ：harima-jinzai@h-294.com 

※ この事業は、はりま総合福祉評価センターが姫路市より委託を受けて実施しています。 



2021姫路市介護職員交流促進等事業                  第 8回目 研修のご案内 

心も体も元気になるレクリエーションのいろは 

受講申込書兼受講調査票 

申込締切：２０２２年２月９日（水曜日）まで 

 

必要事項をご記入の上、FAX：079-287-3200 または E-mail：harima-jinzai@h-294.com、電話：

079-287-3000 へ申込み・お問合せください。 

 

氏  名  

事業所名（所属名）等 事業所名：                   ・ 一般 

職種・介護の経験年数 
職 種： 

介護の経験年数：     年     か月 

電話番号  

受講形態の意向        

いずれかに☑をしてください。 

□集合研修のみを希望する □集合研修が実施できない場合 

                 オンラインでの研修が受講できる 

 

パソコンメールアドレス 
オンライン研修を希望される方 

 

 

 

※オンライン研修となった場合 

研修資料の送付やＩＤ・パスワードを送付するために必要となります。 

レクリエーションに関する疑問や質問、ご意見があればご記入ください。 

 

FAX送信票は不要です。 



2021 姫路市介護職員交流促進等事業                  第９回目 研修のご案内 

ターミナルケア研修 

～「最期まで自分らしく生きるために」～ 
 

ターミナルケアは、病気で余命わずかの方が人生の残り時間を自分らしく過ごし、満足して最期を迎え

られるようにすることが目的です。今回の研修では、「最期まで自分らしく生きること」を支えるため、

介護現場では「何ができるのか？」医療の現場からみた医師のお話を通して学びます。 
 

日 時：2022年 3 月 11 日（金） 

14:00 ～ 17:00 （13:30～ 受付開始） 
※16:00～ 意見交換会を実施します。     

場 所：姫路市総合福祉会館 5階 第 3 会議室（※集合研修の場合） 

     〒670-0955 姫路市安田 3 丁目１番地 

対象者：介護のお仕事に興味関心がある方・介護のお仕事をされている方 

対象者： 介護の経験の浅い方など    

参加費：無料    定 員：20名（※集合研修の場合） 

講 師：吉村 純彦 先生 

（ 独立行政法人国立病院機構 姫路医療センター 緩和ケアセンター長 ）       

実施方法：集合研修・オンライン研修 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、集合研修とオンラインでの研

修を同時進行で実施します。   
申し込み方法：裏面の受講申込書兼受講調査票をご記入の上、ＦＡＸを送付いただくか、メー

ルまたは電話でお申し込みください。 

         申込受付：2022 年 3 月 3 日（木曜日）まで 
 

受講に関する留意点 

集合研修を受講する場合 

＊定員超過の場合のみ抽選とします。連絡がない場合は申込みを受理されたものとして、当日お越

しください。 

オンライン研修を希望する場合 

＊インターネットを使って ZOOM※のアプリケーションを利用できる環境が必要です。 

☆オンライン研修についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 

 

研修受講の２日前にはお申込みいただいたメールアドレスに研修資料や 

   オンライン研修参加に必要な情報を送付いたします。 

 

※ZOOM とは、パソコンやスマートフォンなどの端末を使用して、オンラインでの会議やミーティングを行うためのアプリです。 

 

＜申込み・お問合せ先＞ 

特定非営利活動法人 はりま総合福祉評価センター 事務局 

TEL：079-287-3000  FAX：079-287-3200  ﾒｰﾙ：harima-jinzai@h-294.com 

※ この事業は、はりま総合福祉評価センターが姫路市より委託を受けて実施しています。 



2021 姫路市介護職員交流促進等事業                  第９回目 研修のご案内 

ターミナルケア研修～「最期まで自分らしく生きるために」～ 

受講申込書兼受講調査票 

申込締切：2022 年 3 月 3 日（木曜日）まで 

 

必要事項をご記入の上、FAX：079-287-3200 または E-mail：harima-jinzai@h-294.com、電話：

079-287-3000 へ申込み・お問合せください。 

 

氏  名  

事業所名（所属名）等 事業所名：                   ・ 一般 

職種・介護の経験年数 
職 種： 

介護の経験年数：     年     か月 

電話番号  

受講希望形態        

いずれかに☑をしてください。 
□集合研修を希望する    □オンライン研修を希望する 

パソコンメールアドレス 
オンライン研修を希望される方 

 

 

※研修資料の送付やＩＤ・パスワードを送付するために必要となります。 

ご意見・ご要望 

FAX送信票は不要です。 


