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2016年度 スタッフの社会活動総覧
北海道総合福祉研究センター

※次の略式名称を使っています。
（社）：社会福祉法人（株）：株式会社（財）：財団法人（特非）：特定非営利活動法人（医社）：医療法人社団 （一社）：一般社団法人
（公）：公益財団法人

年月日 研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

2016. 傾聴ボランティア研修（初級） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

4.11 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2016. エリアサポーター養成講座 (社)赤平市社会福祉協議会 五十嵐教行

4.12 講義「傾聴の意義とその技術」

2016. 介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

4.14 講義「介護職員としての心構え」

2016. 介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修 苫前町 池田ひろみ

4.14 講義「介護職員としての心構え」

2016. 平成28年度第１回介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

4.15 講義「認知症の人への対応」

2016. 介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

4.15 講義「介護職員としての心構え」

2016. 介護事業所責任者スキルアップ研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

4.16 講義「介護技術の伝達について考える」

実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」

2016. 傾聴ボランティア アクティブ17学習会 アクティブ17 池田ひろみ

4.18 講義「認知症家族への傾聴」

2016. 北海道ＬＰガス協会 北海道LPガス協会石狩支部青 池田ひろみ

4.18 講義･提言「認知症高齢者へのお客様対応の研修の必要性について」 年委員会

2016. さっぽろ村ラジオとびっきりの福祉～こんな話があったんだ～特別番組 さっぽろ村ラジオ 五十嵐教行

4.23 パーソナリティ担当「ここが好きだよ、登別！私がオススメする登別ベス 池田ひろみ

～4.24 ト３ 祝いの宿登別グランドホテルから公開放送」

2016. 平成28年度千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

4.28 講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」

2016. 新人職員対象研修① (特非)イコール 五十嵐教行

5.13 講義「相談援助の原理・原則」

2016. 新人職員対象研修② (特非)イコール 五十嵐教行

5.13 講義「相談援助の原理・原則」

2016. 介護職員初任者研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

5.13 講義「介護の基本的な考え方」

2016. 平成28年度お話し相手ボランティア学習講座 (社)中標津町社会福祉協議会 池田ひろみ

5.19 講義「傾聴とは話をしっかりと聴くこと」 お話し相手笑くぼの会

～笑顔とうなずきで心と心をつなぐ～

2016. 新人職員対象研修③ (特非)イコール 五十嵐教行

5.25 講義「相談援助の原理・原則」

2016. 新人職員対象研修④ (特非)イコール 五十嵐教行

5.25 講義「相談援助の原理・原則」

2016. 管理者職員対象研修 (特非)イコール 五十嵐教行

5.25 講義「コーチング」

2016. スタッフ研修 (特非)就労移行支援事業所エ 五十嵐教行

5.27 講義「日常生活に役立つ傾聴の基本技法 リオスSAPPORO

～話し手に興味があるというサインを上手に出す」

2016. 支部会員研修 (公)成年後見センター・リー 五十嵐教行

5.27 講演「成年後見制度とソーシャルワーク～権利擁護を貫くために」 ガルサポート札幌支部

2016. 傾聴市民公開講座 苫小牧傾聴ボランティア・ア 五十嵐教行

6. 5 講演「家族の『心』に近づくために～傾聴を通して」 ガペーの会

2016. 新人職員対象研修① (特非)イコール 五十嵐教行

6. 6 講義「利用者とのコミュニケーションのあり方」

2016. 平成28年度千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

6. 6 講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」

2016. 日本福祉大学同窓会代表者会議 in名古屋 日本福祉大学同窓会 五十嵐教行

6.11 全体会議「2015年度活動報告・2016年度活動計画」 池田ひろみ

～6.12 ブロック会議「北海道ブロック2015年度活動報告・2016年度活動計画」
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年月日 研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

2016. 介護職員専門研修Ⅰ－① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

6.14 講義･討議「チームケアの重要性」 社会福祉研修所

2016. 生活・介護支援サポーターフォローアップ研修 士別市 五十嵐教行

6.16 講義「傾聴の仕方」～相手の心に寄り添う聴き方｣

2016. “責任者力”養成研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

6.17 講義「お互いをわかりあうために話をするということ」

討論「介護技術について学んだことを共有するために」

2016. 平成28年度福祉協力員・福祉関係者・役員研修会 札幌市東区北栄地区社会福祉 五十嵐教行

6.20 講義「見守り活動 地域の方との接し方 協議会

～より上手に声かけやお話しを展開させていくために」 北栄地区福祉のまちづくり推

進センター

2016. 平成28年度こども育成課職員研修専門分野研修コミュニケーション分野 (公)さっぽろ青少年女性活動 五十嵐教行

6.23 「ボランティアコーディネート」（前期） 協会こども育成課

講義・演習「ボランティアとの関わり方について

～具体的なコミュニケーションスキルの習得」

2016. 新人職員対象研修② (特非)イコール 五十嵐教行

6.29 講義「利用者とのコミュニケーションのあり方」

2016. 平成28年度現任専門職研修事業『対人援助レベルアップ研修』 (社)ほくろう福祉協会 五十嵐教行

6.30 講義「傾聴するための心構え」 札幌シニア機構

講義「受容的・共感的態度について考える」

2016. ちょこっとボランティアの日 (社)豊頃町社会福祉協議会 池田ひろみ

6.30 講演「ボランティアを再確認！」

分科会「お話しの聴き上手になりたい！」

～コミュニケーションと傾聴～

2016. 介護職員初任者研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

7. 2 講義「介護過程の基本的理解１」

講義「介護過程の基本的理解２」

2016. 平成28年度ボランティア養成研修 (社)むかわ町社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 6 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法～傾聴の意義と基本技術」

2016. 地域ボランティア基礎講座 (社)札幌市北区社会福祉協議 池田ひろみ

7. 6 講義「ボランティア活動って何だろう」 会

～ボランティア活動で役立つ傾聴のコツ～

2016. 平成28年度職員内部研修会 (社)東神楽町社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 8 講義・演習「天使の返事と悪魔の返事

～利用者・家族との関わり方について」

2016. 日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程16期生１回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

7. 9 講義・演習「相談援助演習Ⅰ」

～7.10

2016. 職員研修－リスクマネジメント研修 介護老人保健施設クリアコー 五十嵐教行

7.13 講義・演習「天使の返事と悪魔の返事 ト千歳

～利用者・家族との関わり方について」

2016. 施設・事業所職員研修 (社)北海道ハピニス 池田ひろみ

7.15 講義「良好な人間関係を築くコミュニケーション」

～相手の人のことを本気で理解したいと思えるか～

2016. 介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

7.21 講義「認知症の人への対応」

事例検討「認知症の人のアセスメントの仕方」

2016. 介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修 苫前町 池田ひろみ

7.21 講義「認知症の人への対応」

2016. 介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

7.22 講義「認知症の人への対応」

2016. ベテラン職員対象研修① (特非)イコール 五十嵐教行

7.22 講義「相談・支援体制のあり方」

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 のぼりべつケアマネ連絡協議 五十嵐教行

7.23 講義「ケアマネジャー受験対策①」 会

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 白老ケアマネ連絡協議会 五十嵐教行

7.24 講義「ケアマネジャー受験対策①」
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年月日 研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

2016. ベテラン職員対象研修② (特非)イコール 五十嵐教行

7.25 講義「相談・支援体制のあり方」

2016. 講義「傾聴の基本 10時間コース」 (社)北広島市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.25 ～寄り添うために傾聴するということ～

～7.26

2016. ベテラン職員対象研修③ (特非)イコール 五十嵐教行

7.26 講義「相談・支援体制のあり方」

2016． 札幌市ボランティア連絡協議会平成28年度「リーダー研修会」 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

7.26 講話「コミュニケーション力のあるボランティアリーダーを目指す」

2016. 平成28年度介護従事者人材確保総合推進事業（キャリアパス支援研修事業） 北海道認知症グループホーム 五十嵐教行

7.27 講義「ケアマネジャー受験対策①」 協会日胆ブロック

2016． ふれあい・いきいきサロン立ち上げ支援研修会 (社)札幌市白石区社会福祉協 五十嵐教行

7.28 助言「サロン活動団体実践報告」 議会

進行・助言「ワークショップ」

2016. 東区ボランティア入門講座 (社)札幌市東区社会福祉協議 池田ひろみ

7.28 講義「ボランティアをはじめてみよう」 会

～楽しく活動するために～

2016. 障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会① (社)北海道ハピニス 池田ひろみ

7.29 講義「事例検討の目的を理解する」

～利用者の真のニーズを把握するために～

2016. 新人職員対象研修『コミュニケーション』① (特非)イコール 五十嵐教行

8. 2 講義「①上手な伝え方 － コトバ

②上手な伝え方 － ノンバーバルコミュニケーション」

2016. 責任者職員対象研修 (特非)イコール 五十嵐教行

8. 2 講義「リスクマネジメント」

2016. 身体拘束、虐待の未然防止に向けた介護相談員の活用に関する研究会 (特非)地域ケア政策ネットワ 池田ひろみ

8. 3 第１回研究会 ーク

討議「研究会の設置について」 介護相談・地域づくり連絡会

討議「介護相談員派遣事業等について」

討議「『身体拘束、虐待の未然防止に向けた取り組み』アンケート結果の概

要」

討議「介護相談員派遣等事業事務局(市町村)と介護相談員とのパースペク

ティブの違いについて」

討議「『グレーゾーン(不適切なケア)』の洗い出しについて」

討議「『介護事故』とは何か」

2016. 平成28年度現任専門職研修事業『介護リーダー研修・初級編』 (社)ほくろう福祉協会 池田ひろみ

8. 4 講義「望まれるリーダー像とは」 札幌シニア機構

講義・演習「チームのコミュニケーションについて考える」

2016． 東区ボランティア入門講座「傾聴ボランティア～寄り添うってどんなこと？」 (社)札幌市東区社会福祉協議 五十嵐教行

8. 5 講義「傾聴の意義とその技術」 会

2016. WAIWAIキャンプ2016夏 Ver. (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

8. 8 講話「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」

～8.10 講話「特別養護老人ホームって？」

講義・介護技術体験「車椅子を“押す”って、どんなこと？」

講話「体験学習の前に知っておきたいこと」

24時間体験実習「特別養護老人ホームに宿泊して」

グループワーク「大反省会」

2016. 新任施設相談員専門研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

8.10 講義･演習「職場内コミュニケーションのあり方」 社会福祉研修所

2016. 職員研修－リスクマネジメント研修 (社)シルバニア 五十嵐教行

8.10 講義「介護事故・苦情への対応のあり方について」

2016. 新人職員対象研修『コミュニケーション』② (特非)イコール 五十嵐教行

8.12 講義「①上手な伝え方 － コトバ

②上手な伝え方 － ノンバーバルコミュニケーション」

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 のぼりべつケアマネ連絡協議 五十嵐教行

8.13 講義「ケアマネジャー受験対策②」 会
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年月日 研修･講演会等の名称ならびにタイトル 主 催 者 名 担当講師名

2016. 新人職員対象研修『コミュニケーション』③ (特非)イコール 五十嵐教行

8.15 講義「①上手な伝え方 － コトバ

②上手な伝え方 － ノンバーバルコミュニケーション」

2016. 平成28年度第１回函館市地域包括支援センターケアプラン研修会 函館市地域包括支援センター 五十嵐教行

8.20 講義・演習「利用者・家族との関わり方について 介護支援専門員研修会

～ケアマネジャーに求められる相談援助」

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 白老ケアマネ連絡協議会 五十嵐教行

8.21 講義「ケアマネジャー受験対策②」

2016. 施設・事業所職員研修 (社)北海道ハピニス 池田ひろみ

8.22 講義「実例から学ぶ虐待への対応」

2016. 平成28年度介護従事者人材確保総合推進事業（キャリアパス支援研修事業） 北海道認知症グループホーム 五十嵐教行

8.23 講義「ケアマネジャー受験対策②」 協会日胆ブロック

2016. 新人職員対象研修『コミュニケーション』③ (特非)イコール 五十嵐教行

8.24 講義「①上手な伝え方 － コトバ

②上手な伝え方 － ノンバーバルコミュニケーション」

2016. 介護職員スキルアップ研修 社会福祉協議会事務局職員研修 苫前町 池田ひろみ

8.24 講義「社協職員として求められていること」

2016. 介護職員スキルアップ研修 社会福祉協議会介護支援専門員研修 苫前町 池田ひろみ

8.24 講義「ケアマネジャーとして誇りをもって仕事する」

2016. 傾聴から学ぶボランティア研修会 (社)札幌市西区社会福祉協議 五十嵐教行

8.24 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」 会

2016. 介護関係者のための医療連携に関する研修会 苫前町 池田ひろみ

8.24 講義「医療と介護の連携」

2016. 札幌市豊平区創造学園教養科 札幌市月寒公民館運営委員会 五十嵐教行

8.25 講義「我が国の医療制度について」

2016. 平成28年度第２回介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

8.25 講義「認知症の介護が始まるとき」

2016. 障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会② (社)北海道ハピニス 池田ひろみ

8.26 講義「利用者本位の支援を理解する」

～利用者の真のニーズを把握するために～

2016. さっぽろ村ラジオとびっきりの福祉～こんな話があったんだ～特別番組 さっぽろ村ラジオ 五十嵐教行

8.27 パーソナリティ担当「登別温泉地獄祭りスペシャル 祝いの宿登別グランド 池田ひろみ

～8.28 ホテルから公開放送」

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 のぼりべつケアマネ連絡協議 五十嵐教行

8.28 講義「ケアマネジャー受験対策③」 会

2016. 平成28年度手稲区施設等ボランティア担当者連絡会議 ボランティアコー (社)札幌市手稲区社会福祉協 五十嵐教行

8.31 ディネート講話 議会

講話「施設におけるボランティアコーディネートの方法」

2016. 地域福祉・町内会活動見守り訪問研修会 (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

9. 1 講義「こんにちは！から始めるコミュニケーション」

2016. 平成28年度介護従事者人材確保総合推進事業（キャリアパス支援研修事業） 北海道認知症グループホーム 五十嵐教行

9. 2 講義「ケアマネジャー受験対策③」 協会日胆ブロック

2016. はじめての傾聴＆ボランティア学習講座 (特非)ワーカーズコープ 池田ひろみ

9. 2 講義「傾聴の基本 ３時間コース」 札幌市手稲老人福祉センター

～話してよかったと思える会話を増やしたい～

～この人になら話してもいいと思ってもらうことから始まる～

2016. 平成28年度福祉・介護人材確保総合対策事業キャリアパス支援研修事業 白老ケアマネ連絡協議会 五十嵐教行

9. 3 講義「ケアマネジャー受験対策③」

2016. 平成28年度千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

9. 6 講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」

2016. ボランティア養成研修 (一社)シニアライフサポート 五十嵐教行

9. 7 講義「ボランティアに役立つ傾聴の技法」 協会

2016. あつべつ区ちょこっとボランティア講座 (社)札幌市厚別区社会福祉協 五十嵐教行

9. 7 講義「傾聴の仕方～相手の心に寄り添う聴き方」 議会

2016. 介護支援専門員資格取得フォロー研修 介護老人保健施設たんぽぽの 五十嵐教行

9. 8 講義「ケアマネジャー受験対策①」 丘

2016. 介護職員専門研修Ⅱ－①（札幌） (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 9 講義･討議「リーダーシップとコミュニケーション」 社会福祉研修所
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2016. ハートフルサロン 北海道高齢者ハートフル共同 池田ひろみ

9.11 講義「傾聴の基本」 住宅・地域ケア協議会

2015. 札幌市豊平区創造学園第41期教養科 札幌市月寒公民館運営委員会 池田ひろみ

9.15 講義「バリアフリー～ともに生きる」

2016. 介護支援専門員資格取得フォロー研修 介護老人保健施設たんぽぽの 五十嵐教行

9.16 講義「ケアマネジャー受験対策②」 丘

2016. 介護支援専門員資格取得フォロー研修 介護老人保健施設たんぽぽの 五十嵐教行

9.23 講義「ケアマネジャー受験対策③」 丘

2016. 平成28年度デイサービスセンター職員スキルアップセミナー 北海道デイサービスセンター 五十嵐教行

9.23 講義「魅力あるリーダーになるために」 協議会

2016. 介護支援専門員資格取得フォロー研修 介護老人保健施設たんぽぽの 五十嵐教行

9.29 講義「ケアマネジャー受験対策④」 丘

2016. 地域の支え合い活動講演会 (社)上砂川町社会福祉協議会 池田ひろみ

10. 5 講義「ボランティアってなんだろう」

2016. 札幌白石地区保護士会北東白石分区研修会 札幌白石地区保護士会北東白 五十嵐教行

10. 7 講義「ボランティア活動（保護司活動）に役立つ傾聴の技法」 石分区

2016. 日本福祉大学通信教育部スクーリング 日本福祉大学 五十嵐教行

10. 9 講義・演習「相談援助演習Ⅰ」

2016. 健康講座（寝たきり知らず）研修会 中頓別町 五十嵐教行

10.12 講義「傾聴の仕方～相手の心に寄り添う聴き方」

2016. 平成28年度こども育成課職員研修専門分野研修コミュニケーション分野 (公)さっぽろ青少年女性活動 五十嵐教行

10.13 「ボランティアコーディネート」（後期） 協会こども育成課

講義・演習「ボランティアとの関わり方について

～コミュニケーションのスキルの学びと実践」

2016. 北海道介護福祉士会平成28年度ファーストステップ研修 (一社)北海道介護福祉士会 五十嵐教行

10.16 講義・演習「問題解決のための思考法」

2016. 平成28年度介護予防・生活支援ボランティア養成講座 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

10.17 講義「高齢者の『こころ』と『からだ』」

講義「認知症への正しい理解」

2016. 札幌市豊平区創造学園専攻科 札幌市月寒公民館運営委員会 五十嵐教行

10.18 講義「介護保険制度の現状」

2016. 平成28年度千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

10.19 講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」

2016. 平成28年度白老町ケアマネジャー連絡協議会研修会 白老町ケアマネジャー連絡協 五十嵐教行

10.20 講義・演習「天使の返事と悪魔の返事 議会

～利用者・家族との関わり方について」

2016. 日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程16期生２回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

10.22 講義・演習「相談援助演習Ⅱ」

～23

2016. 平成28年度介護予防・生活支援ボランティア養成講座 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

10.24 講義・実技「安心して移動するために」～移動介助～

講義「相手の心に寄り添うために」～傾聴の心構えと手法～

2016. 介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

10.26 講義「利用者本位の介護とは」

2016. 介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修 苫前町 池田ひろみ

10.26 講義「利用者本位の介護とは」

2016. 介護職員専門研修Ⅱ－②（旭川） (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

10.27 講義･討議「リーダーシップとコミュニケーション」 社会福祉研修所

2016. 介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

10.27 講義「認知症の人への傾聴」

2016. 介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

10.27 講義「利用者本位の介護とは」

2016. 障がい者支援施設介護職員研修 事例検討の進め方に関する研修会③ (社)北海道ハピニス 池田ひろみ

10.28 講義「利用者本位の支援を提供する」

～利用者が真のニーズを満たすために～
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2016. 第８回全道傾聴フォーラム (特非)北海道総合福祉研究セ 五十嵐教行

10.29 基調講演「傾聴とは『一を聴いて一を知る』こと」 ンター 今木康彦

第１分科会「お年寄りの気持ちを聴く」 湯淺弥

第２分科会「近隣住民の気持ちを聴く」 鎌田稔

第３分科会「若者の気持ちを聴く」 池田ひろみ

第４分科会「うつ病患者の気持ちを聴く」

第５分科会「傾聴学基礎講座～家族の気持ちを聴く」

2016. 地域の支え合い活動講演会 (社)上砂川町社会福祉協議会 池田ひろみ

10.31 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴」

2016. 釧路地区介護支援専門員研修会 釧路地区介護支援専門員連絡 五十嵐教行

11. 1 平成28年度第２回自主研修会『ケアマネジャーに必要な傾聴の心がまえ』 協議会

講義・演習「相手にわかってもらうための関わり方のコツ

～傾聴をキーワードとして」

2016. ボランティア講座 (社)北見市社会福祉協議端野 池田ひろみ

11. 4 講義「気持ちよく会話するためのコツ」 支所

～傾聴技法の基本を学びましょう！～

2016. ボランティア基礎講座 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

11. 4 講義「出会い！いきいき！ボランティアのすすめ」

2016. 平成28年度福祉マンパワー活用講習会 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

11. 5 講義「傾聴講座」 北見市人材バンク

～利用者や家族の安心を引き出す距離感のお話し～

講義・実技「介護技術スキルアップ講座」

～利用者の負担、不安に配慮した介助方法～

2016. 介護職員のための介護技術スキルアップ講習会 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

11. 6 講義・実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」

2016. 平成28年度救護施設研究セミナー 北海道救護施設協議会 五十嵐教行

11. 7 講義・演習「施設職員へのメンタルヘルスケアとストレスマネジメント

～天使のことばと悪魔のことば」

2016. 平成28年度ボランティア活動研修 (社)むかわ町社会福祉協議会 池田ひろみ

11. 7 講義「聴き上手になるために」

2016. 施設相談員専門研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

11. 8 講義･演習「面接の技法とその展開」 社会福祉研修所

2016. 平成28年度日高管内老人福祉施設協議会職員研修会 日高管内老人福祉施設協議会 池田ひろみ

11. 9 講演「虐待をしない・させない職場づくり」

2016． 平成28年度現任専門職研修－職員育成技術研修 (社)ほくろう福祉協会 五十嵐教行

11.10 講義１「介護スタッフの育成方法とは」 札幌シニア機構

講義２「スタッフのやる気を喚起させる方法とは」

2016. 平成28年度千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

11.11 講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」

2016. 平成28年度（秋期）サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修 (一社)北海道高齢者向け住宅 五十嵐教行

11.12 講義「傾聴の意義とその技術」 事業者協会

2016. 平成28年度キャリアアップ研修 (社)中標津町社会福祉協議会 池田ひろみ

11.12 講義「当たり前の日常動作から介護の仕方を見直そう」

実技「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」

2016． 平成28年度介護支援いきいきポイント事業登録者スキルアップ研修会 (社)苫小牧市社会福祉協議会 池田ひろみ

11.14 講義「お話を聴くということ」

～傾聴の基本的態度・技術について～

2016. 栄養士専門研修（児童・成人） (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

11.18 講義･演習「コミュニケーションとチームワーク」 社会福祉研修所

2016． 西区ケアマネジャー合同研修会「ケアマネジャーのための成年後見制度講座」 札幌市西区ケアマネジャー 五十嵐教行

11.18 講義「成年後見制度におけるアセスメントの視点や取り方について 合同研修委員会

～相談援助職に求められる面接の能力」

2016． 第４回渓仁会グループ相談援助職合同研修会 (社)渓仁会 五十嵐教行

11.19 『相談援助職のコミュニケーション能力について～対患者・利用者と対他職種』

講演「利用者・家族、他職種との関わり方～相談援助職に求められること」

2016． 北海道たすけあいワーカーズ会員研修 北海道たすけあいワーカーズ 池田ひろみ

11.19 講義・実技「身体介護の援助技術と理論」
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2016． 斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会講演会 斜里町高齢者介護サービス事 池田ひろみ

11.21 講演「実例から学ぶ 虐待をしない・させない覚悟」 業所連絡協議会

2016． 斜里町介護者交流会 斜里町 池田ひろみ

11.21 講義「がんばりすぎない家族介護」 斜里町社会福祉協議会

懇談会「介護サービスを利用することは恥ずかしいことではありません」

2016． 第13回全道高等学校ボランティア研究大会 北海道高等学校文化連盟 五十嵐教行

11.22 第８分科会講義「ボランティアに役立つ傾聴の技法」

2016． スイッチ・あぐら・ばちこい合同職員研修 『これって虐待ですか？』 (社)草の実会 五十嵐教行

11.25 講義「自らの言動と「虐待」の認識」

2016. あったまーるポイント更新研修交流会 (社)恵庭市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.28 講演「施設ボランティアの基礎やモラルについて」

2016． ボランティア研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.29 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴技法」

2016. 介護職員専門研修Ⅰ－② (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

12. 1 講義･討議「チームケアの重要性」 社会福祉研修所

2016． 札幌市立平岡中央小学校 札幌市立平岡中央小学校PTA 五十嵐教行

12. 1 講演「思春期の子どもとの関わり方」

2016． 東区ボランティア入門講座 (社)札幌市東区社会福祉協議 池田ひろみ

12. 2 講義「コミュニケーションを高めよう 会

～ボランティアに必要なことって？～」

2016． 傾聴ボランティア研修（初級） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12. 3 講義「傾聴の大切さを理解する」

2016. 社会福祉士国試直前対策 日本福祉大学学生有志 五十嵐教行

12. 3 講義１「社会保障制度～年金、医療」

講義２「過去問から出題傾向を探る～最頻出ポイント」

2016． 介護予防いきいきポイント事業登録者事前研修、フォローアップ研修 (社)津別町社会福祉協議会 池田ひろみ

12. 7 講義「地域を支えるボランティア活動の必要性」

2016． 東区ボランティア入門講座「傾聴ボランティア～寄り添うってどんなこと？」 (社)札幌市東区社会福祉協議 五十嵐教行

12. 8 講義「傾聴の意義とその技術」 会

2016． 平成28年度現任専門職研修『スーパービジョン研修』 (社)ほくろう福祉協会 池田ひろみ

12. 8 講義「スーパービジョンを行うにあたっての基本姿勢」 札幌シニア機構

講義・演習「演習を通じてスーパービジョンの手段を学ぶ」

2016． ワーカー研修会 (特非)たすけあいワーカーズ 池田ひろみ

12.10 講義「虐待の前の前の前 そよ風

～高齢者虐待を絶対にしない・させないケアを貫くために～ 」

2016． 生活介護支援サポーター養成講座 (社)深川市社会福祉協議会 五十嵐教行

12.13 講義「傾聴の意義とその技術 」

2016． 平成28年度ボランティア交流研修会 「傾聴セミナー」 (社)幕別町社会福祉協議会 五十嵐教行

12.14 講義１「傾聴の意義と目的」

講義２「傾聴の基本的技法」

2016． 平成28年度生活支援ボランティア養成講座 (社)芦別市社会福祉協議会 池田ひろみ

12.16 講義「傾聴の意義と役割」

2016． 介護福祉士国家試験直前対策講座 北海道総合福祉研究センター 池田ひろみ

12.18 講義「国家試験の仕組みとポイント」 函館蔦屋書店株式会社

講義「介護の基本理念と基礎知識」

講義「制度と法律、社会福祉の基礎知識」

講義「残り一ヶ月間の受験対策」

2017. 社会福祉士・精神保健福祉士国試直前対策 （一社）日本総合研究所 五十嵐教行

1.14 共通科目の最重要ポイント最後の追い込み学習

講義１「ここがねらわれる～社会保障制度」

講義２「覚えにくいから出題される～最頻出ポイント」

講義３「事例問題のポイント解説（専門科目）

2017. 平成28年度介護・傾聴ボランティア入門講座 (社)雄心会 五十嵐教行

1.15 講義「傾聴の仕方～相手の心に寄り添う聴き方」
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2017． 寄り添うために傾聴する力を身につける講座「認知症の人への傾聴」 北海道総合福祉研究センター 池田ひろみ

1.22 講義「認知症を理解する ～認知症は、記憶の障害～」

講義「認知症の人への対応 ～記憶を補い、安心感を提供する～」

講義「認知症の人への傾聴 ～気持ちを理解するために大切なこと～」

講義「傾聴に必要な覚悟 ～とことん寄り添う覚悟～」

2017． 傾聴ボランティア講座（上級①） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

1.23 講義「傾聴の基本」

2017． 平成28年度『ボランティア「はじめて」講座』 (社)札幌市清田区社会福祉協 池田ひろみ

1.25 講義「ボランティア活動に役立つ！～傾聴ボランティアとは～」 議会

2017． 介護職員スキルアップ研修 グループホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

1.26 講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

2017． 介護職員スキルアップ研修 訪問介護事業所職員研修 苫前町 池田ひろみ

1.26 講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

2017． 寿いきいき教室 苫前町 池田ひろみ

1.27 講義「認知症の介護が始まるとき」

2017． 介護職員スキルアップ研修 特別養護老人ホーム職員研修 苫前町 池田ひろみ

1.27 講義「実例から学ぶ『虐待』の防止と対応」

2017． 傾聴ボランティア講座（上級②） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

1.30 講義「傾聴の応用的技法①」

2017． 斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会講演会 斜里町高齢者介護サービス事 池田ひろみ

2. 2 講演「コミュニケーションのいろは」 業所連絡協議会

～信頼関係の構築のために～

2017． グループホーム職員研修 (株)慈光 池田ひろみ

2. 3 講義「職場におけるコミュニケーションの大切さ」

～チームとしてよりよい仕事をしていくために～

2017． 子育て支援ワーカーズプチトマト ワーカー研修 子育て支援ワーカーズプチト 池田ひろみ

2. 5 講義「傾聴の基本」 マト

～子育て中の母親の話をしっかりと聴くために～

2017． 傾聴ボランティア講座（上級③） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

2. 6 講義「傾聴の応用的技法②」

2017. 八軒福祉のまち推進センター研修会 (社)札幌市西区社会福祉協議 五十嵐教行

2. 7 講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」 会

八軒福祉のまち推進センター

2017. 第４回安平町社会福祉大会 (社)安平町社会福祉協議会 五十嵐教行

2.12 講演「つながりがある地域づくり～傾聴の実践を通して～」

2017. 平成28年度生きがいパートナー養成研修 (特非)ニルスの会 五十嵐教行

2.14 講義「相手に寄り添う“傾聴ボランティア”」

2017． ボランティアスクール (社)奈井江町社会福祉協議会 池田ひろみ

2.17 講義「地域における支え合い」

2017. 札幌市南区石山まちづくり協議会青少年・子ども部会研修 札幌市南区石山まちづくり協 五十嵐教行

2.18 講演「生活にうるおいをもたらすコミュニケーションの実践 議会青少年・子ども部会

～「傾聴」技法を活用して」

2017． 傾聴ボランティア研修（実践①） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

2.20 講義「日常生活における傾聴の実践」

2017． 介護職員スキルアップ研修 社会福祉協議会事務局職員研修 苫前町 池田ひろみ

2.23 講義「社協職員として求められていること 半年を経て学んだこと」

2017． 介護関係者のための医療連携に関する研修会 苫前町 池田ひろみ

2.23 講義「介護現場が求める医療との連携」

2017． 介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

2.24 講義「車いすと歩行器の介助の仕方」

2017. ご近所さんの手助け募集中 私にもできるボランティアのかたちinチカホ 札幌市 五十嵐教行

2.25 講演「上手に話を聴くために」

2017. 平成28年度 札幌市手稲区民生委員・児童委員研修会 札幌市手稲区民生委員児童委 五十嵐教行

2.27 講演「傾聴の基本的技法 員協議会

～あなたに興味があるというサインを上手に出す」 札幌市手稲区保健福祉部

2017． 傾聴ボランティア研修（実践②） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

2.27 講義「日常会話における傾聴の実践」
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2017． 高齢者施設介護職員研修 (有)諫早ケア・サービス 池田ひろみ

3. 4 講義「介護職員としての心構え」

～決して虐待をしない、させない職場をつくるために～

2017. あったまーるポイント施設担当職員研修会 (社)恵庭市社会福祉協議会 五十嵐教行

3. 6 講演「施設とボランティアとの上手なつきあい方」

2017． 身体拘束の未然防止に向けた介護相談員の活用に関する研究会 第３回研 (特非)地域ケア政策ネットワ 池田ひろみ
3. 6 究会 ーク

討議「『身体拘束、虐待の未然防止に向けた取り組み』アンケート結果につ 介護相談・地域づくり連絡会

いて」

討議「『介護相談員、事務局、受入施設』共通認識のためのチェックリスト

の必要性について」

討議「『身体拘束、虐待』改善への対応(指導)マニュアル作成の有効性につ

いて」

2017． 認知症ケア研修会 (特非)ラメールもり 池田ひろみ

3. 8 講義「認知症の人への傾聴」

2017. 平成28年度 札幌市東区民生委員児童委員協議会 全体研修会 札幌市東区民生委員児童委員 五十嵐教行

3. 9 講演「コミュニケーションの方法 協議会

～より上手に声かけやお話しを展開させていくために」 札幌市東区保健福祉部

2017． 介護職員研修 (社)雄心会 池田ひろみ

3. 9 講義「認知症の人への傾聴」

2017. 平成28年度 札幌市西区民生委員児童委員協議会 全体研修会 札幌市西区民生委員児童委員 五十嵐教行

3.14 講演「つながりがある地域づくり～傾聴の実践を通して～」 協議会

札幌市西区保健福祉部

2017. ボランティア研修会 (社)恵庭市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.14 講義「ボランティア活動の基本を学ぶ」

2017. 平成28年度ボランティア研修会 (社)歌志内市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.15 講義「認知症の人への傾聴」

2017. 平成28年度第１回ボランティア研修会兼福祉委員研修会 (社)洞爺湖町社会福祉協議会 五十嵐教行

3.17 講演「支え合いによる地域福祉活動

～必要なコミュニケーションのコツと傾聴のポイントについて」

2017. 平成28年度第２回虐待防止講演会 福祉未来の会 五十嵐教行

3.18 講演「『私のこと、どう思っていますか？～介護者の思いを知る」

2017. 生活支援担い手研修会 (社)登別市社会福祉協議会 五十嵐教行

3.23 共通講義「ボランティア活動のイロハ」 池田ひろみ

分科会①「心地よい居場所づくりのコツ」

分科会②「支え合い活動のコツ ～買い物支援を例にして～」

まとめ 「『ひと』のためを『自分』のために」

2017. WAIWAIキャンプ2017春 Ver.第１日 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.27 講義「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」

講義「人を大切にするコミュニケーション」

講義「認知症を正しく理解するために」

～明日のデイサービスセンター訪問のための心得～

2017. WAIWAIキャンプ2017春 Ver.第２日 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.28 一日体験実習「デイサービスセンター、認知症対応型デイサービスセン

ター、リハビリ特化型デイサービスセンター訪問」

2017. 平成28年度すこやか福祉市民講座 (社)歌志内市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.29 講義「介護が始まる前に知っておきたいこと」


