2016年度 スタッフの社会活動総覧 分野別
［各市町村社会福祉協議会主催研修・講演会等］
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
（公）：公益財団法人

（一社）：一般社団法人

【ボランティア養成研修】
研修･講演会等の名称ならびにタイトル
ボランティア基礎講座
講義「出会い！いきいき！ボランティアのすすめ」
ボランティア研修会
講義「ボランティア活動の基本を学ぶ」
ボランティア入門講座
講義「ボランティアをはじめてみよう」
～楽しく活動するために～
ボランティア入門講座
講義「コミュニケーションを高めよう
～ボランティアに必要なことって？～」
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？」
講義「傾聴の意義とその技術」
地域の支え合い活動講演会
講義「ボランティアってなんだろう」
地域の支え合い活動講演会
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴」
地域ボランティア基礎講座
講義「ボランティア活動って何だろう」
～ボランティア活動で役立つ傾聴のコツ～
ボランティア「はじめて」講座
講義「ボランティア活動に役立つ！～傾聴ボランティアとは～」
ちょこっとボランティアの日
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～
あつべつ区ちょこっとボランティア講座
講義「傾聴の仕方～相手の心に寄り添う聴き方」
傾聴ボランティア研修（初級）
講義「傾聴の大切さを理解する」
傾聴ボランティア研修（中級①）
講義「傾聴の意義と目的」
傾聴ボランティア研修（中級②）
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴技法」
傾聴ボランティア講座（上級①）
講義「傾聴の基本」
傾聴ボランティア講座（上級②）
講義「傾聴の応用的技法①」
傾聴ボランティア講座（上級③）
講義「傾聴の応用的技法②」
傾聴ボランティア研修（実践①）
講義「日常生活における傾聴の実践」
傾聴ボランティア研修（実践②）
講義「日常会話における傾聴の実践」
傾聴ボランティア研修（実践③）
講義「私たちの暮らしと傾聴」
エリアサポーター養成講座
講義「傾聴の意義とその技術」
生活支援ボランティア養成講座
講義「傾聴の意義と役割」
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主 催 者 名
(社)北見市社会福祉協議会

担当講師名
池田ひろみ

(社)恵庭市社会福祉協議会

池田ひろみ

五十嵐教行
(社)札幌市東区社会福祉協議会
池田ひろみ

(社)上砂川町社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)札幌市北区社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)札幌市清田区社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)豊頃町社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)札幌市厚別区社会福祉協議会

五十嵐教行

五十嵐教行
(社)札幌市社会福祉協議会
池田ひろみ

(社)赤平市社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)芦別市社会福祉協議会

池田ひろみ

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
傾聴ボランティア養成講座
講義「傾聴の基本 10時間コース」
～寄り添うために傾聴するということ～
ボランティア養成研修
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」
傾聴から学ぶボランティア研修会
講義「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」
お話し相手ボランティア学習講座
講義「傾聴とは話をしっかりと聴くこと」
～笑顔とうなずきで心と心をつなぐ～
ボランティア講座
講義「気持ちよく会話するためのコツ」
～傾聴技法の基本を学びましょう！～
八軒福祉のまち推進センター研修会
講演「ボランティア活動に役立つ傾聴の技法」
ボランティア活動研修
講義「聴き上手になるために」
ボランティア研修会
講義「認知症の人への傾聴」
すこやか福祉市民講座
講義「介護が始まる前に知っておきたいこと」
ボランティア交流研修会 「傾聴セミナー」
講義１「傾聴の意義と目的」
講義２「傾聴の基本的技法」
札幌市ボランティア連絡協議会「リーダー研修会」
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」
ボランティアスクール
講義「地域における支え合い」
千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」
講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」
生活支援担い手研修会
共通講義「ボランティア活動のイロハ」
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」
介護予防・生活支援ボランティア養成講座
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」
介護予防・生活支援ボランティア養成講座
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～
生活介護支援サポーター養成講座
講義「傾聴の意義とその技術 」
生活支援ボランティア養成講座
講義「傾聴の意義と役割」
第１回ボランティア研修会兼福祉委員研修会
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」
手稲区施設等ボランティア担当者連絡会議 ボランティアコーディネート
講話
講話「施設におけるボランティアコーディネートの方法」
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主

催

者

名

担当講師名

(社)北広島市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)むかわ町社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)札幌市西区社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)中標津町社会福祉協議会
お話し相手笑くぼの会

池田ひろみ

(社)北見市社会福祉協議端野支所

池田ひろみ

(社)札幌市西区社会福祉協議会
八軒福祉のまち推進センター
(社)むかわ町社会福祉協議会

五十嵐教行
池田ひろみ

(社)歌志内市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)歌志内市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)幕別町社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)札幌市社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)奈井江町社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)千歳市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)登別市社会福祉協議会

五十嵐教行
池田ひろみ

(社)砂川市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)深川市社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)芦別市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)洞爺湖町社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)札幌市手稲区社会福祉協議会

五十嵐教行

【地域福祉活動・介護保険制度総合事業に関する研修】
研修･講演会等の名称ならびにタイトル
地域福祉・町内会活動見守り訪問研修会
講義「こんにちは！から始めるコミュニケーション」
第４回安平町社会福祉大会
講演「つながりがある地域づくり～傾聴の実践を通して～」
千歳市きずなポイント事業「ボランティア登録講習会」
講演「ボランティアの魅力は？生きがいとやりがい！」
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
講義「地域を支えるボランティア活動の必要性」
あったまーるポイント更新研修交流会
講演「施設ボランティアの基礎やモラルについて」
あったまーるポイント施設担当職員研修会
講演「施設とボランティアとの上手なつきあい方」
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
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～
生活支援担い手研修会
共通講義「ボランティア活動のイロハ」
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」
介護予防・生活支援ボランティア養成講座
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」
介護予防・生活支援ボランティア養成講座
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～
生活介護支援サポーター養成講座
講義「傾聴の意義とその技術 」
生活支援ボランティア養成講座
講義「傾聴の意義と役割」
ふれあい・いきいきサロン立ち上げ支援研修会
助言「サロン活動団体実践報告」
進行・助言「ワークショップ」
第１回ボランティア研修会兼福祉委員研修会
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」
福祉協力員・福祉関係者・役員研修会
講義「見守り活動 地域の方との接し方
～より上手に声かけやお話しを展開させていくために」

-3 -

主 催 者 名
(社)札幌市社会福祉協議会

担当講師名
池田ひろみ

(社)安平町社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)千歳市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)津別町社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)恵庭市社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)苫小牧市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)登別市社会福祉協議会

五十嵐教行
池田ひろみ

(社)砂川市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)深川市社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)芦別市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)札幌市白石区社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)洞爺湖町社会福祉協議会

五十嵐教行

札幌市東区北栄地区社会福祉協議
会
五十嵐教行
北栄地区福祉のまちづくり推進セ
ンター

【その他

一般市民向け研修等】

研修･講演会等の名称ならびにタイトル
WAIWAI キャンプ2016夏 Ver. 対象：高校生
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？」
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」
WAIWAI キャンプ2017春 Ver. 対象：高校生
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～
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」
社会福祉協議会職員内部研修会
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」
福祉マンパワー活用講習会 対象：介護職員、介護職を目指す一般市民
講義「傾聴講座」
～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～
介護職員のための介護技術スキルアップ講習会
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」
キャリアアップ研修 対象：介護職員
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」
斜里町介護者交流会 対象者：家庭で介護をしている町民、関心ある町民
講義「がんばりすぎない家族介護」
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」
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主

催

者

名

担当講師名

(社)砂川市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)砂川市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)東神楽町社会福祉協議会

五十嵐教行

(社)北見市社会福祉協議会
北見市人材バンク

池田ひろみ

(社)北見市社会福祉協議会

池田ひろみ

(社)中標津町社会福祉協議会

池田ひろみ

斜里町
(社)斜里町社会福祉協議会

池田ひろみ

