
研修会のご案内 

日時 研修名  主催 内容 講師等    生涯研修 
単位 

2022 年 
4月 9日 

成年後見人材育成名簿登録

研修 相談センターぱあとなあ 成年後見人材育成研修[冬]5日目 2021 年度【冬】名簿登録研修案内 
他府県から移動されてきたぱあとなあ会員の方は受講願います。 

募集終了 
次回は９月の予定 

 

3月 27 日 支部研修 堺支部 

ZOOMによる研修  
支部研修会＆支部全体会議  

里親制度の現状と課題から里親制度の近未来を展望する 
伊藤嘉余子氏  

3月 26 日 支部研修 中河内支部 

ZOOMによる研修  
支部研修会＆支部全体会議 

多文化ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ実践の現状と課題 
原口美佐代氏  

3月 19 日 講演会 三島支部 

ZOOMにて開催支部全体会議 
講演会「成年後見について」 中村美香氏  

3月 16 日 全体会議 南河内支部 支部全体会議 Zoom会議   

3月 14 日 全体会議 大阪北支部 支部全体会議 Zoom会議   

3月 13 日 全体会議 泉州支部 支部全体会議 Zoom会議   

3月 12 日 支部研修 北河内支部 

ZOOMにて開催 
地域課題解決をビジネスで 

～ローシャルビジネスという選択 
本川 誠氏  

3月 12 日 講演会 大阪南支部 

ZOOMにて開催 
支部全体会議＆講演会 川崎洋幹氏  

3月 11 日 全体会議 豊能支部 支部全体会議 Zoom会議   

２月 27 日 支部研修 泉州支部 

援助を深める事例研究会 
8050～親と子に対する意思決定支援を考える～ 

  

2月 19 日 支部交流会 北河内支部 

ZOOMにて開催 
ほっこり！意見交換・交流会 

  

 
延期します 

支部研修 大阪南支部 
延期します 

ZOOMにて開催 事例検討会 
―援助技術を高めるために― 開催を延期します  

2月 19 日 交流研修会 地域包括支援ＮＷ委員会 

「目からうろこの事例検討会」 
~8050&ひきこもり問題への新たな視点~」 小山 秀之氏  

2月 19 日 実践報告会 独立型社会福祉士 NW委員会 独立型社会福祉士 実践報告会 in Zoom 2/16 締切  

2月 19 日 本会共催 ハンセン病問題講演会 

ハンセン病問題から私たちが学ぶこと 

～あるハンセン病回復者の生き方をとおして～ 映画＆シンポジウム  

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%A0%BA%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B92022%E5%B9%B42%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E4%B8%AD%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%80R4.3.26.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E4%B8%89%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85R4.3.16%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8C%972021%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%88%E8%A3%8F%E9%9D%A2%EF%BC%89.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%20%E6%87%87%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%8020220313%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%88%86.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%8C%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%94%AF%E9%83%A8%E7%A0%94%E4%BF%AE%E6%A1%88%E5%86%8520220312%E3%80%80%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%83%BB%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%20%281%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8D%97%E6%94%AF%E9%83%A8%E7%B7%8F%E4%BC%9A%EF%BC%86%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E8%B1%8A%E8%83%BD%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A202203.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E6%B3%89%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%8C%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%8A%E3%80%80%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%20%281%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220219%E3%80%80%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8D%97%E3%80%80%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%88%86.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/R4.2.19%EF%BC%AE%EF%BC%B7%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%20%281%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220219%20%20%E7%8B%AC%E7%AB%8B%E5%9E%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E5%A0%B1%E5%91%8A%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%802022.2.19%20%281%29%20%281%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E7%97%85%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A20220219%20%281%29.pdf


2月 13 日 
3月 5日 本会主催 大阪社会福祉士会 

成年後見制度における意思決定についてのシンポジウム 
市民後見人の活動から考える意思決定支援 

ZOOMにて開催 
要事前申込み 

 

2月 8日 
17 日 
24 日 

2021 年【冬】 
3回連続講座 子ども家庭福祉 PJ 

コロナ禍での子供たち 
金澤ますみさん(桃山学院大学) 

川辺 康子さん(NPO 法人 西成チャイルド・ケア・センター) 
森山 花鈴さん(南山大学) 

1/24 締切  

2月 1日 
14 日 2021 年度福祉基金助成事業 大阪社会福祉会 成年後見制度啓発リーダー養成研修【福祉基金】 

各日 
80名 

 

1月 29 日 支部交流会 南河内 ゆるゆる交流会 part2   

1月 29 日 支部研修会 中河内 これからの事例検討会についての意見交換会 1/22 締切  

1月 29 日 支部交流会 大阪南 大阪南支部交流会 1/21 締切  

2022 年 
1月 22 日 支部研修 大阪北 

ZOOMによる研修 
折れない心を育てるいのちの授業 1/10 締切  

1月 15 日 ぱあとなあ継続研修 
班会議 相談センターぱあとなあ 

令和４年１月継続研修・班会議 
・ぱあとなあ報告書作成について 
・市民後見について 第 3回 
・班会議【ぜひご参加願います】 

ZOOMによる研修  

2022 年 
2月 5日 

2月 19 日 
3月 12 日 
3月 19 日 

第 2回 
成年後見人材育成研修 

【冬】 

大阪社会福祉士会 相談センタ

ーぱあとなあ 

2/5 2/19 3/12 は Zoomによるオンライン研修   3/19は 集合形式 
2021 年度第 2回 

成年後見人材育成研修【冬】 
（5日目  4/9 名簿登録研修） 

受付終了しました 
11/25 締切 

 

12月 19 日 支部交流会 豊能 忘年会＆新入会員歓迎会   

12月 16 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

ZOOMによる研修 
令和 3年 12月 継続研修 
後見制度支援信託について 

受付終了しました  

12月 4日 支部研修 泉州 

ZOOMにて開催 
ケースカンファレンス勉強会 

対人援助のための合同カンファレンスの方法 
  

11月 28 日 
12月 12 日 
1月 23 日 
2月/13 日 

基礎研修１ 生涯研修センター 

7/26 定員に達したため締切り 
 

 
基礎研修１２３の初年度研修 

  

11月 28 日 支部研修 堺 

ZOOMにて開催 
   更生保護を考える           山田 真紀子 氏  

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E5%AE%B6%E5%BA%ADPJ%E3%80%80%E5%86%AC%E3%81%AE%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%20%281%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%95%93%E7%99%BA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%90%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%9F%BA%E9%87%91.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220129%20%20%E5%8D%97%E6%B2%B3%E5%86%85%E6%94%AF%E9%83%A8%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220129%20%E4%B8%AD%E6%B2%B3%E5%86%85%E3%80%80%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A%E6%84%8F%E8%A6%8B%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E4%BC%9A%E3%80%80R4.1.29%E5%88%86.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220129%E3%80%80%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8D%97%E3%80%802021%E6%94%AF%E9%83%A8%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A%E3%80%80.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E3%80%90%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8C%97%E8%A3%8F%E9%9D%A2%E3%80%91%E6%8A%98%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E5%BF%83%E3%82%92%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A1%E3%81%AE%E6%8E%88%E6%A5%AD20220122.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/20220115%E3%80%80%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/2021%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%80%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%80%90%E5%86%AC%E3%80%91%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%A6%81%E9%A0%85%202.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/2021%E9%A4%8A%E6%88%90%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%80%80%E7%AC%AC2%E5%9B%9E%E3%80%90%E5%86%AC%E3%80%91%E9%96%8B%E5%82%AC%E8%A6%81%E9%A0%85%202.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E8%B1%8A%E8%83%BD%E6%94%AF%E9%83%A8%E5%BF%98%E5%B9%B4%E4%BC%9A%28R3.12.19%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%BA%A612%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%BA%A612%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%8020211204.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%80%80%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%8020211204%E9%96%8B%E5%82%AC%25
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%A0%BA%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B92021%E5%B9%B410%E6%9C%88%E5%8F%B7.pdf


地域生活定着支援センターの巻 

11月 27 日 成年後見活用講座 大阪社会福祉士会 

受け付け終了しました 
ZOOMにて開催 

第 20回『医療・福祉関係者のための成年後見活用講座（基礎編）』 

大北 元 氏 
崎山 由紀子 氏 
古島 智枝子 氏 

 

11月 21 日 支部研修 三島 

ZOOMにて開催 
事例検討会 

テーマ「複合的な課題のある家庭で暮らす重度心身障がいを持つ人の支

援」 

  

11月 20 日 支部研修 大阪南 

ZOOMにて開催 
事例検討会 

―援助技術を高めるために― 
佐藤 泰洋 氏  

11月 18 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

ZOOMによる研修 
令和 3年 11月 継続研修 

～後見人等の報酬助成について   第 2回市民後見について～ 

小尾 智恵子 氏 
他 

 

11月 13 日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士会 
2021 年度 

  第 9回 大阪社会福祉士学会 実践報告・自由研究発表 
申込要領 

  

11月 13 日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士会 

ZOOMにて開催 
第 9回 大阪社会福祉士学会 

基調講演・分科会 
  

10月 31 日 
12月 19 日 
2月 27 日 

支部研修 大阪北 

ZOOMによる研修 
「気づきの事例検討会」飛翔 稲松 真人 氏  

10月 21 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

ZOOMによる研修 
令和 3年 10月 継続研修 

～居住用不動産の処分について～ 
  

10月 19 日 支部研修 南河内 

ZOOMによる研修 
ゆるゆる交流会 

  

10月 16 日 支部研修 大阪南 

会場＆オンライン 
「良いつながりをの社会を目指して～寺院おｔの連携を考える～」 

大河内   
大博 氏 

 

10月 15 日 
10月 17 日 支部研修 堺 

ZOOMによる研修 
「新入会者歓迎＆支部会員交流会」 

  

10月 3日 オンライン   研修会 大阪社会福祉士会 

ZOOMによる研修 
講演会 

～市民のための成年後見制度の活用について～ 
崎山 由紀子 氏  

10月 2日 支部研修 北河内 ZOOMによる研修 小松 奈津子氏  

http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/2021%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%8020211127%E9%96%8B%E5%82%AC.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E4%B8%89%E5%B3%B6%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9AR3.11.21.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%8D%97%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%802021%E5%B9%B411%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%88%86.pdf
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自殺対策＝「生きる支援」とは 
ライフリンクの実践から学ぶ 

下野 精太 氏 

9月 25 日 成年後見人材育成名簿登録
研修 予定 成年後見人材育成研修の 5日目 

他府県から移動されてきたぱあとなあ会員の方は受講願います。 
  

9月 25 日 支部研修 中河内 ＺＯＯＭ交流会   

9月 18 日 支部研修 北河内 

ZOOMによる研修 
家族のケアを担う子どもたち 

ーヤングケアラーの支援を考えるー 
濱島 淑恵 氏  

9月 11 日 
9月 23 日 実習指導者講習会 大阪社会福祉士会 

＜大阪会場＞受付修了しました 
2021 実習指導者講習会 
近畿版 開催要項 

  

9月 11 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

ZOOMによる研修 
令和 3年 9月 継続研修・班会議 

～リスクマネジメント・市民後見人について～ 
  

9月 11 日 支部研修 三島 

ZOOMにて開催 
新規会員歓迎会 

  

8月 19 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

令和 3年 8月 継続研修 
～借金・債務整理について～ 

  

8月 1日 支部研修 大阪北 

ZOOMによる研修 
「気づきの事例検討会」発進 稲松 真人 氏  

7月 31 日 支部研修 泉州 

車座研修会 
～今年はリモートで開催します～ 

  

7月 28 日 実践研究ゼミナール 実践研究調査研究部会 

ZOOMによる研修 
実践研究ゼミナール 

～あなたの実践報告・実践研究をサポートします～ 
  

7月 28 日 
8月 4日 

8月 11 日 

2021 年【夏】 
3回連続講座 

夏の研修 
子ども家庭福祉 PT 

さまざまな家庭背景を抱える 
全 3回 定員になりました 

  

7月 24 日 実習指導オンライン研修 大阪社会福祉士会 

        社会福祉士                  実習指導オンライン研修 
～カリキュラムの見直しについて～ 

  

7月 16 日 支部研修 豊能 リモート懇親会   

7月 15 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

令和３年７月度 継続研修 
～医療同意について～ 
定員になりました。 

  

締切延長 
事務局まで 受験対策 合同ゼミナール 大阪社会福祉士会 202１年度社会福祉士国家試験 

「受験対策合同ゼミナール」 
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http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E4%BB%A4%E5%92%8C3%E5%B9%B4%E5%BA%A68%E6%9C%8819%E6%97%A5%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E6%A1%88.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E6%B0%97%E3%81%A5%E3%81%8D%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%20%28%E7%A2%BA%E5%AE%9A%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E6%B3%89%E5%B7%9E%E6%94%AF%E9%83%A8%E3%80%80%E8%BB%8A%E5%BA%A7%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%8020210731%E9%96%8B%E5%82%AC%E5%88%86.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/20210728%E3%80%80%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%82%99%E3%83%9F%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%EF%BC%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%89.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%EF%BC%8820210519%EF%BC%89%E3%80%80%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E7%A6%8F%E7%A5%89PT.pdf
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http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB%E5%AE%9F%E7%BF%92%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%80%80%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%A0%94%E4%BF%AE2021.7.24.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/docs/%E8%B1%8A%E8%83%BD%E6%94%AF%E9%83%A8%E6%87%87%E8%A6%AA%E4%BC%9A%28R3.7.16%29.pdf
http://www.oacsw.or.jp/citizen/seminaer/%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%EF%BC%887%E6%9C%88%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%A0%94%E4%BF%AE%EF%BC%89%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E6%A1%882021.5.7.pdf
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合格への早道 事務局まで 
7月 3日 

17 日 
 8月 7日 

28 日 

成年後見人材育成研修 大阪社会福祉士会相談センタ

ーぱあとなあ 

 ZOOMによる研修 
2021 年度成年後見人材育成研修 
申込受付は終了しています 

  

6月 26 日 総会記念講演 大阪社会福祉士会 
無料 

生きるのに理由はいるの？ 
津久井やまゆり園事件を映画化された 澤 則雄監督 

一般の方も視聴できます。 
  

6月 19 日 支部研修 
開催中止 北河内 

援助を深める事例検討会 
開催中止します 

  

6月 19 日 支部研修 大阪南 リモート交流会のお知らせ   

6月 17 日 成年後見人継続研修 相談センターぱあとなあ 

令和３年６月 継続研修 
～本人死亡後の後見事務について～ 

定員になりました。 
  

6月 13 日 支部主催 豊能支部研修会(R3.6.13)※ 

香山リカ氏  
コロナ禍における差別のメカニズム  

web開催 定員になり次第締め切ります 
香山 リカ 氏  

5月 29 日 支部研修 大阪南 

事例検討会 
―援助技術を高めるために― 

zoom開催へ変更します 
  

5月 29 日 
30 日 

災害支援活動者研修 
開催中止 災害支援活動者養成研修 

災害対応・支援（分野共通） 
（分野専門 地域社会・多文化分野 ソーシャルワーク機能別科目群）１単

位認証 No.20170015 
開催中止します 

  

5月 26 日 実践研究ゼミナール 調査研究部会 

ZOOMによる研修 
実践研究ゼミナール 

～あなたの実践報告・実践研究をサポートします～ 
  

5月 15 日 成年後見継続研修 相談センターぱあとなあ 

令和３年５月 継続研修 
～関係機関との連携と後見人の役割について～ 

定員になりました 
  

4月 15 日 成年後見継続研修 相談センターぱあとなあ 

令和３年４月 継続研修 
～個人情報保護法につい て～ 

定員になりました 
  

3月 27 日 
4月 3日      

登録相談員 
現任研修 大阪社会福祉士会 

~成年後見制度の動向について~ 
後見人名簿登録者の継続研修ではありません 大島 雅弘 氏  
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