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2015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

2015. 富川グロリアホーム初任者研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

4.10 講義「介護の基本的な考え方」

2015. 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

4.12 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2015. 平成27年度第1回苫前町介護職員スキルアップ研修会 苫前町 池田ひろみ

4.16 講義「介護職員としてのアセスメントの方法～利用者理解の視点～」 苫前町地域包括支援センター

2015. 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育部） 日本福祉大学 五十嵐教行

4.19 2015年度相談援助演習担当者会議

2015. 福祉職スキルアップ研修会 (社)敬生会 五十嵐教行

4.24 講義「接遇マナー～福祉施設職員としての接遇を学ぶ」

2015. 富川グロリアホーム講師力養成研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

4.24 講義「初任者研修生活支援 技術演習の進め方について」

2015. 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

4.25 パーソナリティ担当「こんなバックヤードがあったんだ！祝いの宿登別グ 池田ひろみ

～4.26 ランドホテルから公開放送」

2015． 傾聴ボランティア研修（中級①） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

5.11 講義「傾聴の意義と目的」

2015. 傾聴ボランティア研修（中級②） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

5.18 講義「傾聴の基本的技法」

2015. 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育部） 日本福祉大学 五十嵐教行

5.23 2015年度実習指導講師研修会／事前面接会／実習スーパービジョン

2015. 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育部） 日本福祉大学 五十嵐教行

5.24 2015年度「相談援助演習Ⅲ」前期スクーリング

2015. 富川グロリアホーム講師力養成研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

5.30 講義・演習「介護過程の基礎的理解」

2015． 傾聴ボランティア研修（上級①） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

6. 2 講義「傾聴の基本」

2015. 平成27年度サービス付き高齢者向け住宅等相談員養成研修第１回 (一社)北海道高齢者向け住宅 五十嵐教行

6. 6 講義「傾聴の意義とその技術」 事業者協会

2015． 傾聴ボランティア研修（上級②） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

6. 9 講義「傾聴の応用的技法①」

2015. 職員研修 (有)諫早ケア・サービス 五十嵐教行

6.11 講義「利用者本位を貫くための基本的な考え方」

2015. 平成27年度札幌シニア大学講座 (一社)札幌市老人クラブ連合 池田ひろみ

6.11 講義「地域活動に役立つ～傾聴」 会 札幌シニア大学

2015. 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

6.13 全体会議「2014年度活動報告・2015年度活動計画」 池田ひろみ

～6.14 ブロック会議「北海道ブロック2014年度活動報告・2015年度活動計画」

2015． 傾聴ボランティア研修（上級③） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

6.16 講義「傾聴の応用的技法②」

2015. 介護職員専門研修Ⅰ① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

6.17 講義･討議「チームケアの重要性～魅力的な職場で働くために～」 社会福祉研修所

2015. 平成27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

6.18 講義「チームリーダーとしてのあり方」 札幌シニア福祉機構

2015. 富川グロリアホーム初任者研修修了式記念講演 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

6.19 講演「介護の専門家としての心構え」

2015. 豊頃町制施行50周年記念事業「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

6.25 講義「ボランティアを育てる・つなぐ・活かすには」

2015. 平成27年度こども育成課職員研修 専門分野研修 (公)さっぽろ青少年女性活動 五十嵐教行

6.25 コミュニティワーク分野「ボランティアコーディネート（前期）」 協会

講義･演習「ボランティア受け入れの意義と目的

～ボランティアとの上手な付き合い方」
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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

2015. 日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程15期生１回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

6.27 講義・演習「相談援助演習Ⅰ」

～6.28

2015. 施設内研修 (社)羽幌町社会福祉協議会 五十嵐教行

6.29 講義「認知症の人との関わり方について」 特別養護老人ホームしあわせ

荘

2015． 傾聴ボランティア研修（実践①） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 9 講義「日常生活における傾聴の実践」

2015. 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

7.13 講義「ボランティア活動って何だろう」 会

2015． 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

7.16 講義「日常会話における傾聴の実践」

2015. はじめての傾聴＆ボランティア学習講座 札幌市手稲老人福祉センター 池田ひろみ

7.16 講義「傾聴の基本」

2015. 新任栄養士研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

7.16 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

2015． 平成27年度第1回南区ボランティア研修会 (社)札幌市南区社会福祉協議 池田ひろみ

7.17 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」 会

2015． 傾聴ボランティア研修（実践③） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

7.23 講義「私たちの暮らしと傾聴」

2015. 平成27年度日常生活自立支援事業生活支援員養成研修会 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.24 講義・演習「対人援助の方法について～援助的な聴き方・話し方～」

2015. (社)札幌市社会福祉協議会出前講座 (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.28 講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2015. 札幌市豊平区地域部会講習会－虐待防止学習会 札幌市豊平区地域部会 五十嵐教行

7.28 講義「虐待に気づき、対応するために

～「私」を見つけてくれる人たち～ 」

2015. 日本総合研究所社会福祉士養成スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

8. 1 演習「相談援助演習Ⅲ」

～8. 2

2015. 第69回小樽・後志社会福祉大会 小樽・後志地区社会福祉協議 五十嵐教行

8. 5 講演「暮らしにぬくもりをもたらす地域福祉活動」 会連絡協議会

2015. WAIWAIキャンプ2015夏 Ver. (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

8. 4 講話「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」

～8. 5 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」

2015. ケアマネジャー受験対策講座 (有)諫早ケア・サービス 五十嵐教行

8. 8 講義「過去問解説、傾向と対策」

～8. 9 講義「ワンポイント解説」

2015. 苫前町介護のスキルアップ研修会 苫前町 池田ひろみ

8.10 講義「介護過程を理解する～利用者理解の視点～」

2015. 苫前町介護者家族の会 苫前町 池田ひろみ

8.11 講義「家族と話し合っていますか？～今後どう生きていきたいか～」

2015. ケアマネジャー受験対策講座 (特非)北海道総合福祉研究セ 五十嵐教行

8.22 講義「『介護保険制度』の解説と『近年の法改正』の要点整理」 ンター

講義「『受験テクニック』と『効果的なスーパー復習術』」

講義「過去の試験問題の出題傾向の解説と今後の分析」

講義「試験問題重要部分の『短時間完成チェック』」

2015. 太平百合が原地区社会福祉協議会出前講座その１ (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

8.25 講義「ボランティアを育てる・つなぐ・活かすには」

2015. 傾聴ボランティア研修（初級） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

8.27 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2015. 新任施設相談員研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

8.28 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
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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

2015. 太平百合が原地区社会福祉協議会出前講座その２ (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

8.28 講義「ボランティアとしての傾聴」

2015. 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

8.29 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

～8.30 ホテルから公開放送」

2015. 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

9. 1 講義「ボランティアの心がまえ」 会

2015. 日常生活自立支援事業「生活支援員研修会」 (社)苫小牧市社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 3 講演「『傾聴』することの大切さ」

2015. 介護職員専門研修Ⅱ①（札幌） (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 4 講義･討議「リーダーの役割と心構え」 社会福祉研修所

2015. 職員研修「誤解されないコミュニケーシヨン術研修会」 (社)渓仁会 五十嵐教行

9. 9 講演「利用者の尊厳を守っていることをわかってもらえる関わり方

～コミュニケーションを大切にしたよりよい関わり方」

2015. 東区ボランテイア入門講座 (社)札幌市東区社会福祉協議 五十嵐教行

9.10 講演「人としっかり向き合うための傾聴」 会

2015. 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

9.10 講義「介護保険制度の現状」

2015． 傾聴ボランティア研修（中級①） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

9.11 講義「傾聴の意義と目的」

2015. ボランティア基礎講座 (社)訓子府町社会福祉協議会 池田ひろみ

9.14 講義「傾聴ボランティアの基本を学ぼう」

2015. 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

9.15 講義「我が国の医療制度について」

2015. たすけあい人材育成講座 『傾聴とは？』 (特非)北海道ワーカーズ・コ 五十嵐教行

9.16 講義「暮らしにぬくもりをもたらす地域福祉活動～傾聴の実践を通して～」 レクティブ連絡協議会

2015. ケアマネジャー受験対策講座 のぼりべつケアマネ連絡会 五十嵐教行

9.18 講義「模擬試験解答解説」

講義「ワンポイント解説」

2015. 介護職のためのガイドヘルパー養成講座（全身性障害者移動介護従業者養 (特非)北海道総合福祉研究セ 五十嵐教行

9.26 成研修課程）「プロの心構えと技術を身につける」 ンター 池田ひろみ

～9.27 講義「移動介護の制度と業務」「障害の理解」「コミュニケーションについ

て」「介助に係わる車いす及び装具等の理解」「姿勢保持について」

「事故防止に関する心がけと対策」

実習「抱きかかえ方及び移乗の方法」「生活行為の介助」「車いすの移動介

助」「応用技能」

2015. 傾聴ボランティア研修（中級②） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

9.27 講義「傾聴の基本的技法」

2015. 札幌市豊平区創造学園第40期教養科 札幌市月寒公民館運営委員会 池田ひろみ

9.29 講義「バリアフリー～ともに生きる」

2015. 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

9.30 講義「ケアマネジャー受験対策①」 丘

2015． 傾聴ボランティア研修（上級①） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10. 1 講義「傾聴の基本」

2015. 平成27年度介護職員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

10. 3 講義・実技「当たり前の日常動作から介護の仕方を見直そう」

2015． 「こんにちは！」から始めるコミュニケーション研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10. 5 講義「誰もが安心して暮らせるまちづくり～「こんにちは！」から始め

る声かけコミュニケーション」

2015. 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

10. 6 講義「ケアマネジャー受験対策②」 丘

2015. 日本福祉大学福祉経営学部（通信教育部） 日本福祉大学 五十嵐教行

10.11 2015年度「相談援助演習Ⅰ」スクーリング

2015. たすけあい人材育成講座 (特非)北海道ワーカーズコレ 池田ひろみ

10.14 講義「認知症を正しく理解する」 クティブ連絡協議会

2015． 傾聴ボランティア研修（上級②） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10.15 講義「傾聴の応用的技法①」
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2015. 平成27年度こども育成課職員研修 専門分野研修 (公)さっぽろ青少年女性活動 五十嵐教行

10.16 コミュニティワーク分野「ボランティアコーディネート（後期）」 協会

講義･演習「ボランティアコーディネーターとしての心構え

～ボランティアを上手に受け入れるコツ」

2015. たすけあいワーカーズそよ風20周年記念祝賀会 (特非)たすけあいワーカーズ 池田ひろみ

10.24 記念講演「利用者とワーカーのよりよい関係性構築を目指して」 そよ風

2015. 第７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

10.25 基調講演「傾聴とは、聴き切ること」 ンター 池田ひろみ

第１分科会「ご近所づきあいと傾聴」 湯淺弥

第２分科会「“福祉サービス利用者”の声を聴く」 今木康彦

第３分科会「“今どきの若者”の声を聴く」 鎌田稔

第４分科会「“精神科領域の患者”の声を聴く」

第５分科会「傾聴学基礎講座 ～家族のやりとりから考える～」

2015. たすけあい人材育成講座 (特非)北海道ワーカーズコレ 池田ひろみ

10.26 講義・実技「楽しい！うれしい！らくらく介護」 クティブ連絡協議会

～人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために～

2015． 傾聴ボランティアスキルアップ研修会～傾聴の再認識と技法の向上 室蘭傾聴ボランティアの会 五十嵐教行

10.26 講演「傾聴の意義と目的」

2015． 生活相談員・ケアマネジャー研修会 道北地区老人福祉施設協議会 五十嵐教行

10.27 講演「利用者の尊厳を守っていることをわかってもらえる関わり方」

2015. 介護職員専門研修Ⅱ②（旭川） (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

10.28 講義･討議「リーダーの役割と心構え」 社会福祉研修所

2015． 傾聴ボランティア研修（上級③） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10.29 講義「傾聴の応用的技法②」

2015. 介護予防いきいきポイント事業事前研修第１回目 (社)津別町社会福祉協議会 池田ひろみ

10.29 講義「地域を支えるボランティア活動の必要性」

2015. 介護予防いきいきポイント事業事前研修第２回目 (社)津別町社会福祉協議会 池田ひろみ

10.29 講義「地域を支えるボランティア活動の必要性」

2015. 日本総合研究所社会福祉士養成スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

10.31 演習「相談援助演習Ⅱ」

～11.1

2015. 平成27年度現任専門職研修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

11. 5 講義「傾聴するための心構え」 札幌シニア福祉機構

「受容的・共感的態度について考える」

2015. 平成27年度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 池田ひろみ

11. 7 講義「傾聴の意義とその技術」 事業者協会

2015． 平成27年度後志老人福祉施設協議会 第８回生活相談員研修会 後志老人福祉施設協議会 五十嵐教行

11. 9 講演・演習「相手にわかってもらえるための関わり方のコツ①

～10 ～傾聴をキーワーとして～」

講演・演習「相手にわかってもらえるための関わり方のコツ②

～傾聴をキーワードとして～」

2015． 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

11.12 講義「日常生活における傾聴の実践」

2015. 第99回北海道経済学会シンポジウム 北海道経済学会 五十嵐教行

11.14 講演「介護保険制度の移り変わりと現状

～現場スタッフと市民の認識の変化に注目して」

2015． 専門職のための資質向上セミナー「福祉を仕事にするということ」 (特非)北海道総合福祉研究セ 五十嵐教行

11.15 講義「援助者としての原点に立ち返る ンター

～かつての『自分』と会話をするために～」

講義「ソーシャルワークにおける『基本的人権の尊重』について考える

～基本的人権の尊重と接遇の関連性～」

講義「災害福祉について考える ～私たちは災害時に何ができるのか～」

2015. 介護福祉士国家試験受験対策講座① (社)北海道福心会 五十嵐教行

11.17 講義「各科目のポイント解説」

2015. 傾聴ボランティア養成講座～笑顔とうなずきで心と心をつなぐ～ 中標津町お話相手ボランティ 池田ひろみ

11.19 講義「傾聴の基本」 ア笑くぼの会
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2015． 平成27年度第２回南区ボランティア研修会～シニア世代のためのボランテ (社)札幌市南区社会福祉協議 五十嵐教行

11.19 ィア入門講座 会

講義「ボランティアを生かしたシニアライフ」

2015． 職員研修「利用者の尊厳を守るケアの基本」 (社)草の実会 五十嵐教行

11.20 講義「虐待防止を徹底するために」

2015． 平成27年度【できることから「ささえ隊」（全５回）】第５回目 (社)東神楽町社会福祉協議会 五十嵐教行

11.24 講義「高齢者との関わり方について」

2015. 札幌市社会福祉審議会 札幌市 池田ひろみ

11.24 会議「札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会要綱の一

部改正について」

報告「札幌市生活困窮者自立支援計画の策定について」

報告「札幌市ホームレスの自立支援のための取り組み方針の改訂について」

2015． 傾聴ボランティア研修（実践②） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.26 講義「日常会話における傾聴の実践」

2015. 傾聴ボランティア講座 (社)芦別市社会福祉協議会 池田ひろみ

11.26 講義「認知症高齢者に対する傾聴」

2015. 社会福祉協議会職員研修 (社)芦別市社会福祉協議会 池田ひろみ

11.26 講義「福祉・介護職としての接遇マナー」

2015. 介護予防いきいきポイント事業事前研修第３回目 (社)津別町社会福祉協議会 池田ひろみ

11.28 講義「地域を支えるボランティア活動の必要性」

2015. 日本福祉大学福祉経営学部（通信） 日本福祉大学 五十嵐教行

11.29 2015年度「相談援助演習Ⅲ」後期スクーリング

2015. 介護職員専門研修Ⅰ① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

12. 3 講義･討議「チームケアの重要性～魅力的な職場で働くために～」 社会福祉研修所

2015． 傾聴ボランティア研修（実践③） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12.10 講義「私たちの暮らしと傾聴」

2015． 傾聴ボランティア研修（実践③） (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12.10 講義「私たちの暮らしと傾聴」

2015. 介護福祉士国家試験対策直前対策講座 in函館蔦屋書店 (特非)北海道総合福祉研究セ 池田ひろみ

12.13 講義「国家試験の仕組みと出題傾向を理解する」 ンター

講義「日本の介護の現状を理解する」 函館蔦屋書店株式会社

講義「介護の基本理念を理解する」

2015. 介護福祉士国家試験受験対策講座② (社)北海道福心会 五十嵐教行

12.14 講義「模擬試験解答解説」

2016. 日本福祉大学福祉経営学部（通信） 日本福祉大学 五十嵐教行

1. 9 2015年度「相談援助演習Ⅱ」スクーリング

～10

2016． 平成27年度社会福祉法人黒松内つくし園課題別研修「介護技術習得研修」 (社)黒松内つくし園 五十嵐教行

1.21 研修テーマ「傾聴の基本と応用について」

講義「相手にわかってもらえるための関わり方のコツ

～傾聴をキーワードとして～」

2016. 苫前町介護職員スキルアップ研修会事業所別研修グループホーム編 苫前町 池田ひろみ

1.20 講義「福祉・介護職としての心構え ～認知症を理解することの大切さ～」

2016. 苫前町介護職員スキルアップ研修会事業所特別養護老人ホーム編 苫前町 池田ひろみ

1.21 講義「福祉・介護職としての心構え ～「利用者本位」のサービスとは～」

2016. 苫前町介護職員スキルアップ研修会事業所別研修訪問介護事業所編 苫前町 池田ひろみ

1.21 講義「福祉・介護職としての心構え

～社会福祉協議会のヘルパーとしての役割と意義～」

2016. 苫前町寿いきいき教室 苫前町 池田ひろみ

1.22 講義「介護を受けながら生きるということ」

2016. “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」 (特非)北海道総合福祉研究セ 池田ひろみ

1.24 講義「認知症を理解する ～認知症は記憶の障害～」 ンター

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「傾聴に必要な覚悟 ～とことん寄り添う覚悟～」

講義「認知症の人への傾聴 ～気持ちを整理するために大切なこと～」

2016． 平成27年度生きがい講座 教養講座 第５回目 (社)妹背牛町社会福祉協議会 五十嵐教行

1.26 講義「『傾聴』って何だろう」
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2016. 平成27年度「ふれあいネットワーク連絡会議」 (社)斜里町社会福祉協議会 五十嵐教行

2. 2 講演「ふくしのまちづくりのためにできること

～介護予防のための日常生活総合事業～」

2016. 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. 4 講義「傾聴とは、心に寄り添うこと」

2016． 介護支援専門員等学習会 美唄市地域包括支援センター 五十嵐教行

2. 5 講義「相手にわかってもらえるための関わり方のコツ」

2016. 傾聴ボランティアアクティブ17学習会 傾聴ボランティアグループア 池田ひろみ

2. 5 講義「日常会話に傾聴を活かす」 クティブ17

2016. これからの介護を考える情報交換会 (特非)北海道総合福祉研究セ 池田ひろみ

2. 5 報告「日高町グループホームにおける高齢者虐待を告発した経緯について」 ンター

情報交換「事実を自分の言葉で語ることにより、正確な情報を把握する」

2016. ワーカーズ地域会第一研修会 (特非)北海道たすけあいワー 池田ひろみ

2. 6 講義「傾聴とは、『話をしっかり聴く』ということ」 カーズ

2016. “寄り添うために傾聴する”力を身につける講座「介護職員としての傾聴」 (特非)北海道総合福祉研究セ 五十嵐教行

2. 7 講義「傾聴の基本 ～真のニーズをつかむための関わり方～」 ンター 池田ひろみ

講義「傾聴の心構え ～しっかり聴いて利用者の気持ちを理解する～」

講義「傾聴の覚悟 ～最後まで聴き切り、ニーズを把握する覚悟～」

講義「“寄り添うため”の傾聴 ～どこまでも一緒に考え続ける覚悟～」

2016. 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

2. 8 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

2016． 平成27年度職員研修「虐待防止研修」 (特非)イコール 五十嵐教行

2.11 講義「『障害者虐待防止』の意識」 １グループ

講義「『障害者虐待防止』の意識」 ２グループ

2016． 平成27年度職員研修「虐待防止研修」 (特非)イコール 五十嵐教行

2.12 講義「『障害者虐待防止』の意識」 ３グループ

講義「『障害者虐待防止』の意識」 ４グループ

2016． 平成27年度職員研修「虐待防止研修」 (特非)イコール 五十嵐教行

2.14 講義「『障害者虐待防止』の意識」 ５グループ

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

2.16 講義「気持ちのよい会話をするために～傾聴の意義とその技術」

2016． 出張講座 北東白石地区社会福祉協議会 (社)札幌市北東白石地区社会 五十嵐教行

2.19 講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」 福祉協議会

2016. 苫前町介護職員スキルアップ研修会事業所別研修社会福祉協議会事務系職 苫前町 池田ひろみ

2.25 員編

講義「社会福祉協議会職員としての心構え

～よりよい住民サービスを提供するために～」

2016. 平成27年度第６回介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

2.26 講義「福祉用具を利用して生活を楽にする」 苫前町地域包括支援センター

実技「車いすに乗ってみる、車いすを押してみる」

2016． シニアのためのボランティア講座～地域活動編 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

2.26 講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2016. 日本福祉大学同窓会北海道ブロック会議 日本福祉大学同窓会北海道地 五十嵐教行

2.28 会議「2015年度活動報告・2016年度活動計画」 域同窓会 池田ひろみ

2016. いきいき福祉学園市民ボランティア講座 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

2.29 講義「認知症を理解する ～認知症は記憶の障がい～」

講義「認知症の方への対応 ～記憶を補い、安心感を提供する～」

講義「傾聴に必要な覚悟 ～とことん寄り添う覚悟～」

講義「認知症の方への傾聴 ～気持ちを理解するために大切なこと～」

2016． 平成27年度町内会福祉活動研修会 第2回町内会代表委員会研修会 (社)砂川市社会福祉協議会 五十嵐教行

3. 1 「ふれあいネットワーク連絡会議」 砂川市町内会連合会

講演「つながりのある地域づくり～今の私にできることとは？」

2016． サロンサポーター養成研修会 (社)登別市社会福祉協議会 五十嵐教行

3. 7 講義「サロンづくりのコツ～誘い、集い、つながる仲間づくりの秘訣～」

講義「想像してみよう！こんなサロンたったらいいなぁ」

講義「聴き上手から始まるコミュニケーション

～高齢者の“こころ”の特徴を考えて～」
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2016． 平成27年度札幌市グループホーム管理者連絡会研修 札幌市グループホーム管理者 五十嵐教行

3. 9 講義・演習「基本的人権の尊重と接遇の関連性」 連絡会

2016． 講義「傾聴の基本 ～うなずき、あいづち、態度、環境整備～」 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.14 講義「傾聴の心構え ～しっかり聞いて利用者の気持ちを理解する～」

講義「傾聴の覚悟 ～最後まで聴き切り、ニーズを把握する覚悟～」

講義「“寄り添う”ための傾聴 ～どこまでも一緒に考え続ける覚悟～」

2016． 出張講座 北海道札幌白陵高等学校 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

3.16 講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2016. ライブリーケア中銀あいの里介護職員研修 (株)ライブリーケア中銀あい 池田ひろみ

3.17 講義「認知症を正しく理解する」 の里

講義「認知症の人への傾聴」

2016． 平成27年度 北後志ブロック民生委員児童委員研修会 北海道民生委員児童委員連盟 五十嵐教行

3.17 講演「傾聴からはじまる人間関係 後志支部

～民生委員の活動をより効果的に発揮させるために」

2016. 平成27年度在宅医療・介護連携推進事業 苫前町 池田ひろみ

3.18 講義「医療と介護、他職種との連携」

2016． 「まゆだまの会」学習会 ｢まゆだまの会」 五十嵐教行

3.18 講演「家族間の傾聴の方法」 苫小牧保健所

2016. ボランティア研修会 (社)旭川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.24 講義「ボランティアってなんだろう 認知症介護家族の会「ほっと

～認知症の知識をボランティアに活かす～ 」 ひととき」

2016. WAIWAIキャンプ2016春 Ver.第１日 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.28 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～

2016. WAIWAIキャンプ2016春 Ver.第２日 (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

3.29 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」

2016． 平成27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

3.29 講演①「人としっかり向き合うための傾聴～傾聴の基本を学ぶ」

講演②「人としっかり向き合うための傾聴～傾聴の基本的技法を学ぶ」
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2016. ○ コピー用 ○ 池田ひろみ

4.10 講義「○」

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

2014. 介護職員専門研修Ⅰ① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

6.26 講義･討議「チームワークとメンバーシップの重要性」 社会福祉研修所

2014. 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 五十嵐教行

6.26 講義「ケアマネジャー受験対策」 の丘

2014. ちょこっとボランティア(ちょこボラ)の日 (社)豊頃町社会福祉協議会 池田ひろみ

6.26 講義「あらためてボランティアってなんだろう!?」

2014. 介護職員専門研修Ⅰ① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

6.26 講義･討議「チームワークとメンバーシップの重要性」 社会福祉研修所

2014. 日本総合研究所社会福祉士養成13期生３回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

6.28 演習「相談援助演習Ⅲ（Ａ日程）」

～6.29

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 短期養成講座第１日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 1 講義「傾聴の意義と目的」

2014. 災害時要援護者支援ワークショップ第１回 南平岸福祉のまち推進セン 五十嵐教行

7. 2 講義「大規模災害時における要援護者の避難支援に関する地域の役割につ ター

いて」

～私たちは災害時に何ができるのか～

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 短期養成講座第２日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 4 講義「傾聴の基本技法」

2014. 傾聴ボランティア研修（初級） (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

7. 6 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴」

2014. 災害時要援護者支援ワークショップ第２回 南平岸福祉のまち推進セン 五十嵐教行

7. 8 講義「大規模災害時における要援護者の避難支援に関する地域の役割につ ター

いて」

～私たちは災害時に何ができるのか～

2014. ボランティアアドバイザー養成講座① (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7. 9 講義「地域におけるボランティア活動の必要性」

2014. ボランティア教室入門講座 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.10 講義「ボランティアってなんだろう」

2014. ボランティア教室夜間講座 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.10 講義「働きながらでもできるボランティア!」

～ボランティアは身近な所から～

2014. 平成26年度網走ブロック５町民生委員児童委員合同研修会 置戸町民生委員協議会 池田ひろみ

7.11 講演「支えあいの地域づくり ～今、民生委員にできることとは？」

2014. 日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程13期生３回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

7.12 演習「相談援助演習Ⅲ（Ｂ日程）」

～7.13

2014. 平岸中学校家庭教育学級学習会 札幌市立平岸中学校 五十嵐教行

7.14 講義「思春期の子どもとの関わり方」

2014. 地域ボランティア基礎講座 (社)札幌市北区社会福祉協 池田ひろみ

7.14 講義「ボランティア活動って何だろう」 議会

2014. 福祉推進委員会全体会 札幌市西区八軒中央地区福 五十嵐教行
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7.15 講義「見守り・訪問活動を円滑に進めるポイント」 祉のまち推進センター

～ご近所と上手にコミュニケーションをとる方法～

2014. 手稲区通所サービス連絡会第14回定期研修会 手稲区通所サービス連絡会 五十嵐教行

7.16 講義「介護現場におけるリーダーシップの必要性と実践方法」

2014. 北空知介護支援専門員連絡協議会スキルアップ研修会第１回 北空知介護支援専門員連絡 五十嵐教行

7.17 講義「コミュニケーション」 協議会

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第１日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

7.22 講義「傾聴するための心構えと自己覚知」

2014. 職員園内研修会 (社)北翔会 医療福祉セン 五十嵐教行

7.23 講義「『あの人が好かれる理由』について」 ター札幌あゆみの園

～施設職員に求められるコミュニケーション～

2014. 友愛活動研修会 (社)鷹栖町社会福祉協議会 五十嵐教行

7.24 講義「高齢者とのよりよい接し方」 鷹栖町老人会

～よりよいコミュニケーションを図るために～

2014. 訪問員スキルアップ研修会 (社)鷹栖町社会福祉協議会 五十嵐教行

7.24 講義「よりよいコミュニケーションを図るために」

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

2014. 平成26年度第１回ボランティア講座 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.24 講義「認知症を正しく理解するためには」 端野支所

2014. ボランティアアドバイザー養成講座② (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.25 講義「相談援助技術を学ぶ ～ケーススタディ～」

2014. ボランティア講座 (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.25 講義「支え合いの地域づくり」～支援者としての役割～ 留辺蘂支所

2014. ボランティア講座第１部 中学生･高校生向け (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.26 講義「福祉とボランティアを学ぼう」 常呂支所

～右片麻痺疑似体験セットを装着して～

2014. ボランティア講座第２部 一般市民向け (社)北見市社会福祉協議会 池田ひろみ

7.26 講義「精神障がいを学び、今後の活動に活かそう」 常呂支所

2014. 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

7.27 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」 ホームヘルプサービス事業

～利用者本位の身体介護を身につける～ 所

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第２日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

7.29 講義「傾聴の基本技法①『共感』」

2014. 平成26年度あつべつ区ボランティア入門研修会 (社)札幌市厚別区社会福祉 池田ひろみ

7.31 講義･実技「車椅子でまちを歩いてみよう」 協議会

2014. 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 五十嵐教行

7.31 講義「ケアマネジャー受験対策」 の丘

2015. 傾聴ボランティア研修(中級) (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

8. 1 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法①」

2014. ふれあいのまちづくり事業“絆”～つながろう日本～ (社)斜里町社会福祉協議会 五十嵐教行

8. 3 ふれあいタウンしゃり2014

実演「すぐにできる『超』簡単スモークの作り方」

2014. 傾聴講演会 斜里町介助ボランティア 五十嵐教行

8. 3 講演「現代社会と傾聴」 「ほほえみ」

2015. 傾聴ボランティア研修(中級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

8. 4 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法②」

2014. 幹部職員研修 (社)愛光会 池田ひろみ

8. 4 講演「働き甲斐のある職場を作り上げるために」

～「ここで働けてよかった」と思える職場とは～

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第３日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

8. 5 講義「傾聴の基本技法②『非審判的な態度』」

2015. 地域ちょこっとボランティア入門講座 (社)札幌市西区社会福祉協 五十嵐教行

8. 6 講義「傾聴の基本理解」 議会

演習「コミュニケーションの実践」

2014. WAIWAIキャンプ2014夏バージョン (社)砂川市社会福祉協議会 池田ひろみ

8. 6 講話「『福祉』とは、ひとりひとりを大切にすること」

～ 講話「特別養護老人ホームって？」

8. 8 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」
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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」

2015. 介護職員専門研修Ⅱ① (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

8. 7 講義･討議「指導的立場の職員に求められるリーダーシップ」 社会福祉研修所

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第４日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

8.19 講義「傾聴の応用的な技法①『繰り返し』」

2014. 幹部職員研修企画会議 (社)愛光会 池田ひろみ

8.20 討議「これからの施設運営について」

2014. 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 五十嵐教行

8.21 講義「ケアマネジャー受験対策」 の丘

2014. 傾聴ボランティア講座基礎編 (社)芦別市社会福祉協議会 池田ひろみ

8.22 講義「日常生活で使える傾聴」

2014. 傾聴ボランティア講座スキルアップ編 (社)芦別市社会福祉協議会 池田ひろみ

8.22 講義「認知症高齢者に対する傾聴」

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

2014. 介護職員スキルアップ研修会 苫前町 池田ひろみ

8.24 講義「働き甲斐のある職場を作り上げるために」

～“不適切なケアはなぜ起こるのか”を考える～

2015. 新任施設相談員研修 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

8.25 講義･演習「相談員としてのコミュニケーションのあり方」 社会福祉研修所

2014. 介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

8.25 講義「家族介護の実際」

～要介護者とのコミュニケーション～

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第５日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

8.26 講義「傾聴の応用的な技法②『内容の明確化』」

2014. 「こんにちは」からご近所づきあい声かけコミュニケーション講座 (社)東神楽町社会福祉協議 五十嵐教行

8.27 講義「誰もが安心して暮らせるまちづくり」 会

～「こんにちは」から始める声かけコミュニケーション～

2014. 第１回福祉人材ステップアップ講習会 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

8.28 講義「福祉職が求められるコミュニケーションとは何か」 北海道福祉人材センター

2014. 平成26年度第１回南区ボランティア研修会 (社)札幌市南区社会福祉協 池田ひろみ

8.28 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」 議会

2014. アクティブ１７学習会 傾聴ボランティアグループ 池田ひろみ

8.24 講義「親子の傾聴」 アクティブ１７

2015. 傾聴ボランティア研修(中級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 1 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法①」

2014. 千歳市傾聴ボランティア養成講座 基礎･応用コース第６日 (社)千歳市社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 2 講義「傾聴の応用的な技法③『自己決定の支援方法』」

2015. 傾聴ボランティア研修(中級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

9. 4 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法②」

2014. アクティブ１７学習会 傾聴ボランティアグループ 池田ひろみ

9. 5 講義「うつ病の人への傾聴」 アクティブ１７

2014. 東区ボランティア入門講座 (社)札幌市東区社会福祉協 池田ひろみ

9.10 講義「ボランティアの心がまえ」 議会

2014. 平成26年度上川管内社協職員連絡協議会研修会 上川管内社会福祉協議会職 五十嵐教行

9.16 講義「地域に理解され支持される社協をつくるために」 員連絡協議会

～9.17 ～社会福祉協議会だからできること～ (社)北海道社会福祉協議会

上川地区事務所

2014. 介護職員初任者研修講師力養成研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

9.19 講義･総評「介護技術演習・まとめ」

2014. 平成26年度地域のつながりづくり研修会 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

9.24 講演「身近な地域の支え合い 」

～地域福祉活動で大切にしたいこと～

2014. 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 五十嵐教行

9.25 講義「ケアマネジャー受験対策」 の丘

2014. 日本総合研究所社会福祉士養成所通信課程14期生１回目スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

9.27 演習「相談援助演習Ⅰ」
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～9.28

2014. 2014年度白石区グループホーム管理者連絡会研修 札幌市白石区グループホー 五十嵐教行

9.30 講義「職員間や利用者の方とのコミュニケーション」 ム管理者連絡会

講義「人材育成について」

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10. 2 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 平成26年度現任専門職研修事業『対人援助レベルアップ研修①』 (社)ほくろう福祉協会 池田ひろみ

10. 2 講義「福祉職に求められる『倫理･価値』について学ぶ」 札幌シニア福祉機構

演習「演習から学ぶ『倫理･価値』」

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10. 6 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 傾聴力養成講座 スキルアップ研修会第１回 (特非)北海道総合福祉研究 五十嵐教行

10. 7 講義「『傾聴するための心構え』をしっかりと認識する」 センター

2014. 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 五十嵐教行

10. 8 講義「ケアマネジャー受験対策」 の丘

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

2014. 介護職員専門研修Ⅱ② (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

10.10 講義･討議「指導的立場の職員に求められるリーダーシップ」 社会福祉研修所

2014. 平成26年度地域のつながりづくり研修会 (社)千歳市社会福祉協議会 池田ひろみ

10.10 講演「身近な地域の支え合い」

～地域福祉活動で大切にしたいこと～

2014. 傾聴力養成講座 スキルアップ研修会第２回 (特非)北海道総合福祉研究 五十嵐教行

10.15 講義「『受容的･共感的態度で最後まで聴く』ということを考える①」 センター

2014. 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 五十嵐教行

10.16 講義「我が国の医療制度について」 会

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10.16 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 平成26年度福祉･人材確保総合対策事業介護職員キャリアアップ研修Ⅱ (社)中標津町社会福祉協議 池田ひろみ

10.18 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」 会

2014. 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

10.19 講義「相談援助演習Ⅰ」

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

10.20 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 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 五十嵐教行

10.21 講義「介護保険制度の現状」 会

2014. 傾聴力養成講座 スキルアップ研修会第３回 (特非)北海道総合福祉研究 五十嵐教行

10.22 講義「『受容的･共感的態度で最後まで聴く』ということを考える②」 センター

2014. 札幌市社会福祉審議会総会 札幌市 池田ひろみ

10.23 「保健福祉局及び子ども未来局の事業概要について」

2014. 平成26年度安心･安全･福祉のまちづくり活動檜山地区推進会議 (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

10.28 講演「誰もが安心して暮らせるまちづくり」 檜山地区事務所

～「こんにちは」から始める声かけコミュニケーション～ 檜山地区町社協連絡協議会

2014. 傾聴力養成講座 スキルアップ研修会第４回 (特非)北海道総合福祉研究 池田ひろみ

10.28 講義「『自己覚知』を深める」 センター

2014. 平成26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 五十嵐教行

10.29 講演「より質の高い援助を実践するために」 会

～「ターミナルケア」に焦点をあてて～

2014. 平成26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

10.30 講義「施設職員の意識改革とストレスへの対策」

2014. 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 池田ひろみ

10.30 講義「バリアフリー ～ともに生きる～」 会

2015. 北空知介護支援専門員連絡協議会第２回スキルアップ研修会 北空知介護支援専門員連絡 五十嵐教行

11. 7 講義「あの人が好かれる理由」 協議会

2014. 介護職員研修 (株)富川グロリアホーム 池田ひろみ

11. 8 講義･実技「腰痛予防のための介護技術」

2014. 喜茂別町民生委員児童委員研修会 喜茂別町住民課社会福祉係 池田ひろみ

11.10 講義「傾聴を理解する」 喜茂別町民生委員児童委員

～民生･児童委員活動に役立つ“傾聴”～ 連絡協議会
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2014. ケアマネジャー職専門研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.11 講義「よりよい援助関係を作るためのコツ」

～利用者本位を貫くための基本的な考え方とその技術～

2014. 平成26年度釧根地区老人福祉施設協議会「施設長研修会」 釧根地区老人施設協議会 五十嵐教行

11.13 講義「組織管理とリーダーシップ」

～魅力的な職場を作るリーダー像～

2014. ケアマネジャー職専門研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.17 講義「よりよい援助関係を作るためのコツ」

～利用者本位を貫くための基本的な考え方とその技術～

2014. ケアマネジャー職専門研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.18 講義「よりよい援助関係を作るためのコツ」

～利用者本位を貫くための基本的な考え方とその技術～

2014. 話しあいたいサポーター養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

11.20 講義「高齢者の理解」

2014. 話しあいたいサポーター養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

11.21 演習「演習１」

演習「演習２」

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

2014. 深川みんカフェ職員研修 (株)みんソラ 五十嵐教行

11.22 講義「利用者とのよりよいコミュニケーションについて」

2014. 南事業所「コミュニケーション・スキルアップ」全体研修 (社)札幌市社会福祉協議会 五十嵐教行

11.26 講義「『あの人が好かれる理由』について」 南事務所

～小さな配慮とプライバシー保護～

2014. 平成26年度現任専門職研修対人援助レベルアップ研修② (社)ほくろう福祉協会 五十嵐教行

11.27 講義「『自己覚知』が求められる理由」 札幌シニア福祉機構

～「自己覚知」の重要性を理解する～

2014. 平成26年度福祉職場就職説明会 (社)函館市社会福祉協議会 池田ひろみ

11.27 講義「ハートに届くコミュニケーション」 函館市福祉人材バンク

～福祉職としてのココロ構え～

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12. 2 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2015. 東海大学付属第四高等学校・中等部保護者講演会 東海大学付属第四高等学校 五十嵐教行

12. 3 講演「やる気を引き出す親子の会話」 ・中等部文化委員会

～子どもの思いを聴くためにすべきこと～

2015. 介護職員専門研修Ⅰ② (社)北海道社会福祉協議会 五十嵐教行

12. 5 講義･討議「チームワークとメンバーシップの重要性」 社会福祉研修所

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12. 5 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 平成26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 池田ひろみ

12. 5 講義「ボランティア活動に役立つ！ ～傾聴ボランティアとは～」 協議会

2014. 高齢者見守りサポート事業研修 (社)沼田町社会福祉協議会 五十嵐教行

12. 7 講義「よりよい高齢者支援の実践方法」

～支え合う地域づくりのために～

2014. 話しあいたいサポーター養成研修 実習報告会 (特非)シーズネット 五十嵐教行

12. 8 講義･総評「実習を振り返って」

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12. 9 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2014. 傾聴ボランティア研修(上級) (社)札幌市社会福祉協議会 池田ひろみ

12.15 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」

2015. 高齢者配食･共食サービスボランティア養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

1. 6 講義「利用者とのコミュニケーション」

2015. 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

1.10 講義「相談援助演習Ⅱ」

～1.11

2015. 豊浦町地域支え合い体制づくり事業 ボランティア養成講座 (社)豊浦町社会福祉協議会 五十嵐教行

1.13 サロンサポーター養成講座

講義「今、なぜサロン活動が必要なのか」

～サロンの意義と活動内容を考える～

2015. 社会福祉協議会法人役員研修会 (社)当麻町社会福祉協議会 五十嵐教行

1.19 講義「地域に理解され支持される社協をつくるために」
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～社会福祉協議会だからできること～

2015. 介護職員研修「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」 (社)白老町社会福祉協議会 池田ひろみ

1.19 講義･実技「移動･移乗の介護方法について」

2015. 介護職員スキルアップ研修会 苫前町 池田ひろみ

1.22 講義「来年度実施される介護保険サービス内容の改訂を理解するために」

～事業所、地域住民に期待される総合事業とは～

2015. 寿いきいき教室 苫前町 池田ひろみ

1.23 講義「介護を受けながら生きるということ」

2015. 豊浦町地域支え合い体制づくり事業 ボランティア養成講座第２回 (社)豊浦町社会福祉協議会 五十嵐教行

1.26 サロンサポーター養成講座

講義「今、なぜサロン活動が必要なのか」

～サロンの意義と活動内容を考える～

2015. 日本福祉大学2015年度一般入学試験【前期日程】 日本福祉大学 池田ひろみ

2. 5 入学試験監督

2015. アクティブ１７学習会 傾聴ボランティアグループ 池田ひろみ

2. 6 講義「改めて傾聴の基本を考える」 アクティブ１７

～家庭での認知症の人への傾聴～

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

2015. 居宅介護従業職員研修 虐待防止研修 (特非)イコール 五十嵐教行

2.11 講義「虐待をしない・させないための心構え」

2015. ボランティアスクール｢“寄り添うために傾聴する”力を身につける」① (社)奈井江町社会福祉協議 池田ひろみ

2.12 講義「傾聴とは？」 会

講義「傾聴の基本 ～あいづち、うなずき、態度、環境～」

2015. ボランティアスクール｢“寄り添うために傾聴する”力を身につける」② (社)奈井江町社会福祉協議 池田ひろみ

2.13 講義「傾聴の心構え ～しっかり聴いて気持ちを理解する～」 会

講義「傾聴の覚悟 ～最後まで聴き切る覚悟～」

2015. 平成26年度ふれあい･いきいきサロンボランティア交流会 (社)士幌町社会福祉協議会 池田ひろみ

2.16 「ふれあいサロンサミット in しほろ」

講演「ふれあいサロンを楽しく続けていくために」

～高齢者への接し方･コミュニケーションのコツを知ろう～

2015. 平成26年度新冠町高齢者虐待防止講演会 新冠町役場保健福祉課 五十嵐教行

2.19 講演「虐待を防ぐ『地域の支え合い』」

～小さなサインを見逃さないために～

2015. 平成26年度北区ボランティア連絡会「交流会」 (社)札幌市北区社会福祉協 池田ひろみ

2.20 講演「ボランティアに役立つ傾聴講座」 議会

2015. 職員研修 虐待防止研修 (特非)イコール 五十嵐教行

2.23 講義「虐待をしない・させないための心構え」

2015. 職員研修 虐待防止研修 (特非)イコール 五十嵐教行

2.24 講義「虐待をしない・させないための心構え」

2015. 介護施設職員研修 (社)シルバニア ウィズ東 五十嵐教行

2.25 講義「リスクマネジメント・事故防止」 苗穂

2015. 平成26年度「ふれあいネットワーク連絡会議」研修会 (社)斜里町社会福祉協議会 五十嵐教行

2.26 基調講演「小地域における防災対策の取り組み」

～支え合う地域づくりのために～

2015. 介護者家族の集い 苫前町 池田ひろみ

2.26 講義「介護を受けながら生きるということ」

2015. 話しあいたいサポーター養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

3. 2 講義「傾聴について」

2015. 話しあいたいサポーター養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

3. 3 講義「高齢者の理解」

2015. 話しあいたいサポーター養成研修 (特非)シーズネット 五十嵐教行

3. 4 演習「演習」

2015. ボランティア基礎講座 (社)当麻町社会福祉協議会 池田ひろみ

3. 6 講義「ボランティア活動を寄り深く理解するために」

2015. 日本総合研究所社会福祉士養成スクーリング (財)日本総合研究所 五十嵐教行

3. 7 演習「相談援助演習Ⅱ」

～3. 8

2015. 平成26年度第２回北海道介護福祉士会日胆支部研修会 北海道介護福祉士会日胆支 池田ひろみ

3. 8 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」 部

2015. サロンサポーター養成研修会 (社)登別市社会福祉協議会 五十嵐教行
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3.10 講義「今、なぜサロン活動が必要なのか」

～サロンの意義と活動内容を考える～

2015. 高齢者ボランティア講座「まるごと元気な生活を求めて」 (社)足寄町社会福祉協議会 池田ひろみ

3.11 講義「ボランティアを始めるなら？今でしょ！」

～ 13 ～ボランティア活動入門編～

講義「ボランティア活動の可能性と期待」

～地域の支え合い～

講義「知らなかった！認知症のアレコレ」

～地域の中で暮らしていくために～

2015. 話しあいたいサポーター養成研修 実習報告会 (特非)シーズネット 五十嵐教行

3.16 講義･総評「実習を振り返って」

2015. ライブリーケア中銀あいの里介護職員研修 (株)ライブリーケア中銀あ 池田ひろみ

3.19 「人の本来の動きに沿って無理のない介護をするために」午前の部 いの里

日総研 14期生 ２学期課題添削 「福祉行財政と福祉計画」 2015年5月11日

2015年度 五十嵐の活動総覧

年月日 研修･講演会等の名称ならびにタイトル

2015. Ｂ氏コーチング

4.8

2015. 札幌傾聴の会勉強会

4.9

2015. 千歳傾聴会勉強会
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4.10

2015. 事例勉強会

4.10

2015. 千歳傾聴の会（まる五の会）勉強会

4.11

2015. Ｂ氏コーチング

4.15

2015. 登別傾聴の会勉強会

4.16

2015. 滝川福祉職勉強会

4.20

2015. 深川傾聴の会勉強会

4.21

2015. 深川福祉職勉強会

4.21

2015. 留萌福祉職勉強会

4.23

2015. 千歳傾聴の会（まる五の会）勉強会

5.9

2015. 千歳傾聴会勉強会

5.13

2015. 登別傾聴会勉強会

5.14

2015. 事例勉強会

5.15

2015. 札幌傾聴の会勉強会

5.18

2015. Ｂ氏コーチング

5.19

2015. 深川福祉職勉強会

5.20

2015. 深川傾聴の会勉強会

5.21

2015. 滝川福祉職勉強会

5.21

2015. 留萌福祉職勉強会

5.22

2015. 日総研－施設実習巡回指導（社会福祉士養成課程）

5.26

2015. Ｏ氏スーパービジョン

5.30

2015. 千歳傾聴の会勉強会

6.3

2015. Ｂ氏コーチング

6.3

2015. 札幌傾聴の会勉強会

6.16

2015. Ｂ氏コーチング

6.16

2015. 元札福勉強会

6.16

2015. 登別傾聴会勉強会

6.18

2015. 事例勉強会

6.19

2015. 千歳傾聴の会（まる五の会）勉強会

6.20

6.19 会議「施設実習巡回指導教員講師会議」

面談「事前面談」

2014. 傾聴ボランティア研修（初級）

6.20 講義「ボランティア活動に役立つ傾聴」
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介護職員職場内研修

2014. 講義「虐待防止を徹底するために」

6.20 札幌市東区北栄地区福祉のまち推進センター出張研修会

講義「福祉とは一人ひとりを大切にすること」

2014. 講義「人を大切にするコミュニケーション」

6.21 全道母子生活支援施設研究セミナー

講演「コミュニケーションの極意」

～伝える大切さと聴く大切さ、どうすれば「伝わる」か？～

平成26年度千歳市新任福祉委員研修会

講義「身近な地域の支え合い」

～地域福祉活動で大切にしたいこと～

幹部職員研修企画会議

討議「これからの施設運営について」


