
　日時 研修名 主催 内容 講師等
生涯研修
単位

4月15日 支部研修 中河内 公開事例検討会

4月20日 支部研修 堺 ＣＳＷ堺実践報告会

6月4日 支部研修 堺 平成29年度　第1回　堺支部研修会 東　照己　氏

6月4日 相談ｾﾝﾀｰ講演と相談会 大阪社会福祉士会 市民のための成年後見制度の活用について

6月17日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

6月18日 支部研修 堺 支部運営会議

6月18日 相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 大阪社会福祉士会　相談ｾﾝﾀｰ 相談ｾﾝﾀｰｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

6月23日 支部研修 豊能 播磨社会復帰促進ｾﾝﾀｰ　見学会

7月17日 支部研修 豊能 交流企画　新入会員歓迎会

7月14日 研修交流会 地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

「各地域での総合支援事業について語りませんか」

7月9日 司法福祉研修会
大阪社会福祉士会
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

司法福祉研修会女子刑務所から出所する人への
地域での支援のあり方

松本　一美氏

7月～
平成30年2月

支部研修 大阪北 気づきの事例検討会

7月～
平成30年3月

ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝ
大阪社会福祉士会　生涯研修ｾﾝ

ﾀｰ
ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞｮﾝについて

6月23日 支部研修 大阪北
「子どもの貧困を考える」

～あわじ寺子屋から見た子供の現状～
大賀　喜子氏

5月27日 支部研修 大阪南
事例検討会の進め方

―援助技術を高めるために―
鵜浦　直子氏

5月18日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ゼミナール

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～
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5月14日 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 大阪社会福祉士会
実習指導者講習会修了者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟをするため

の研修



7月29日 支部研修 三島 講演会「若年性認知症の方をどうｻﾎﾟｰﾄしますか？」 梅原　早苗氏

8月5日 支部研修 北河内 「本音のやりとりを引き出す対話型ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝを学ぶ」 原　康子氏

8月26日 支部研修 大阪南 ―地域における社会福祉士の役割とは― 中川　千恵美氏

8月26日 支部研修 南河内 事例検討会　「認知症高齢者の自己決定を支援する」

9月～12月 基礎研修Ⅰ 大阪北 基礎研修Ⅰ事前課題　講師募集

9月21日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ

9月30日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修 宮武　貴史氏

9月30日 支部研修 北河内 「できる！ｱｾｽﾒﾝﾄを学ぶ」　～実践を体験する～ 崎山　賢士氏

10月～12月 登録相談員実習 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 実習生募集

9月30日
10月28日

支部研修 豊能
自信を持って前へ進む！

あなたのためのｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ
安達　智子氏

9月16日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

継続研修②
～後見事務報告書作成～

8月19日 支部研修 大阪北
「夏企画」研修及び交流会
ｼﾘｰｽﾞ「子どもの貧困」第2弾

阪野　修氏

8月12日
9月2日

10月28日
12月16日
平成30年
2月17日

支部研修 大阪北 気づきの事例検討会

8月5日 支部研修 泉州
研修会「子どもの支援を通じて未来を創る社会福祉

士」および新入会員歓迎会
水流添　綾氏

山中　徹二氏
水流添　綾氏
久保　樹里氏

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ　ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座大阪社会福祉士会ｽｷﾙｱｯﾌﾟ講座8月2日

7月29日
ｺﾗﾎﾞ公開企画

第4弾
大阪社会福祉士会

他
法律家とｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰのｺﾗﾎﾞ企画　すべての人に生

きる権利！～ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ社会を乗り越える～
藤井　克徳氏

7月20日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ
大阪社会福祉士会

生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～



10月21日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

10月～12月 登録相談員実習 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ 実習生　再募集

11月4日～5日 社会福祉士実習指導者講習会 大阪社会福祉士会 実習指導者を養成するための講習会

12月2日 支部研修 泉州 支部研修会薬物依存に関わる専門職の在り方とは？

12月2日・3日 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研修 大阪社会福祉士会 司法ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研修

12月9日 支部研修 大阪南 事例を通して考える相談援助研修

12月17日 支部研修 三島
事例検討会「難病の夫とうつ症状があり精神的に不

安定な妻への支援について」

12月10日 支部研修 堺
第４回　支部研修会

「子どもの貧困～大切な子どもたちをどう育むか」
松浦　樹氏

12月10日 支部研修 中河内
ｺﾐｭﾆﾃｨをﾃﾞｻﾞｲﾝする！？

～住民主体の地域づくりを考える～
脇田　寛史氏

11月25日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

継続研修③
～死後の事務について～

11月25日
11月26日
平成30年
3月11日

地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ
実践養成研修

大阪社会福祉士会 当研修は開催中止となりました

11月18日 活用講座 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
第16回「医療・福祉関係者のための成年後見活用

講座（基礎編）」

10月29日 支部研修 堺
第3回　支部研修会

講演「生涯研修制度について」
矢島　繁一氏

10月19日 成年後見人継続研修 相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ
事例検討会

～触法障がい者への支援について～
櫛田　和代氏

10月15日 支部研修 三島
事例検討会

「在宅で躁と鬱を繰り返す、精神障害者の後見活
動」

友常　眞造し

10月1日 支部研修 堺 第2回　支部研修会　「実践報告会」
藤本　浩一氏
日野　謙一氏
澤村　康孝氏



2月17日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月25日 支部研修 泉州 援助を深める事例検討会

3月 支部役員募集 大阪北 役員募集

3月16日 支部研修 大阪北 全体会議

3月16日 研修交流会 地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 「地域を共同について」

3月17日 支部研修 大阪南 支部総会・全体講演会

3月17日 支部研修 南河内 研修会・支部全体会議

3月17日 支部研修 大阪南 支部総会・全体講演会

3月18日 支部研修 三島 全体会議・講演会

3月18日 支部研修 堺 全体会議・支部研修会

3月24日 支部研修 中河内 全体会議 直木　愼吾氏

3月25日 支部研修 北河内 支部全体会議　　支部研修会

3月17日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

継続研修⑤
～居住用不動産の処分について～

2月15日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

事例検討会
～複数後見について～

1月20日
成年後見人名簿登録者

継続研修
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

継続研修④
～ぱあとなあ活動と報告書作成について～

1月18日 実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ｾﾞﾐﾅｰﾙ

～あなたの実践研究をｻﾎﾟｰﾄします～

平成30年
1月11日
1月18日
1月25日

子ども家庭福祉ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
連続講座

大阪社会福祉士会 子どもを育む社会をつくる
和田　一郎氏
水流添　綾氏
幸重　忠孝氏

12月21日
成年後見人名簿登録者

継続研修
事例検討会　　　～相続について～相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ


