
生涯研修

単位

4月18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
平成31年4月　事例検討会
～損害賠償請求について～

5月16日 　実践研究ゼミナール 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ゼミナール

～あなたの実践報告・実践研究をサポートします～

5月18日・31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
2019年5月　継続研修

～意思決定支援について～
稲村　啓子　氏

5月25日 　フォローアップ研修 大阪社会福祉士会 実習マネジメントの実際

5月26日 支部研修 三島 事例検討会

5月31日 支部研修 豊能
Ｂ型就労支援事業所
やまなみ工房見学会

6月8日～9日 支部研修 大阪北 6月一泊研修旅行

6月9日 　市民啓発研修 相談センターぱあとなあ
市民のための成年後見制度の活用について

～講演と相談会～
大北　元　氏

6月10日 　相談センターオリエンテーション 大阪社会福祉士会 相談センターオリエンテーション

6月15日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

6月20日 成年後見人名簿登録者継続研修 大阪社会福祉士会
　令和元年6月　事例検討会

～民法改正について～

6月29日 支部研修 三島
施設見学会

一般社団法人じゅう楽を訪ねよう！

6月29日 支部研修 中河内 事例検討会オリエンテーション

7月4日・17日
20日

　必須継続研修 相談センターぱあとなあ
　令和元年7月　必須継続研修

～本人死亡後の事務処理について～

7月13日 支部研修 大阪南 事例検討会　　　～援助技術を高めるために～ 鵜浦　直子　氏

講師等
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7月13日 　司法福祉研修会
相談ｾﾝﾀｰぱあとなあ

ソーシャルインクルージョン部会
生活困窮者への伴走型支援

～人は<つながる力>でいきている～
奥田　知志　氏

7月15日 支部研修 豊能 交流企画　ＢＢＱ大会

7月18日 　実践研究ゼミナール 生涯研修ｾﾝﾀｰ調査研究部会
実践研究ゼミナール

～あなたの実践報告・実践研究をサポートします～

7月19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
「地域ｹｱ会議と地域づくり～地域の課題抽出から実戦まで～」

7月20日 支部研修 北河内
　　第１回みんなで気楽に学ぶ勉強会

成年後見人活動をしている人の話を聞いてみよう

7月24日 支部研修 南河内 社福）大阪聴覚障害者福祉会　　あすくの里　見学会

7月26日 支部研修 堺 　2019年度　第1回　堺支部研修会

7月27日・9月28日
11月23日

令和2年1月25日
支部研修 大阪北 気づきの事例検討会

7月31日
8月7日

8月21日
ＳＳＷスキルアップ研修 子ども家庭福祉プロジェクト

　　ソーシャルワーカー　スキルアップ研修
学校現場で役立つ

峯本　耕治　氏
水流添　綾　氏

8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
　令和元年8月　事例検討会

～債務整理について～

8月18日 支部研修 中河内 施設見学会

8月23日
10月12日
11月9日

支部研修 大阪北
年間研修ﾃｰﾏ　３回ｼﾘｰｽﾞ

ACPってなあに

8月24日 独立型社会福祉士　勉強会
独立型社会福祉士
ネットワーク委員会

「経営、倫理を学ぼう」part2

8月31日 支部研修 泉州
　　新入会員歓迎！　車座研修会

～社会福祉士の「生涯研修」ってなに？
藤田　満　氏

9月9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
令和元年9月　継続研修

～後見事務報告書作成について～

9月14日 支部研修 大阪南 支部交流会　　～つながりあってみよう～



9月19日 実践研究ゼミナール 生涯研修センター調査研究部会
実践研究ゼミナール

～あなたの実践報告・実践研究をサポートします～

9月29日 支部研修 三島
2019年度新規会員歓迎会兼名刺交換会

～顔の見える支部活動を目指して～

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

10月12日
支部研修
開催中止

大阪北
ＡＣＰってなあに第２回　　「看護師の視点から見た　ACP」

台風のため中止
川邉　綾香　氏

10月12日
支部研修
開催中止

大阪南
「行動障害の理解と支援（2019年度版）」

台風のため中止

10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
令和元年10月　事例検討会
～不動産処分について～

第2回 10月18日
第3回　12月9日

支部研修 堺
2019年度　第2回　　「実践報告会」

2019年度　第3回
「更生保護～司法と福祉の連携」（フィールドワークと講義）

10月25日 支部研修 南河内 まちできく！まちづくりセミナー
篠田　朋宏　氏

南坊城 光興　氏

10月26日 独立型社会福祉士実践報告会 独立型社会福祉士ﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 独立型社会福祉士　実践報告会

10月26日 支部研修 北河内 支部研修会　　　　援助を深める　事例検討会

11月2日・3日 実習指導者講習会 実習指導者養成委員会
　相談援助実習を行う

実習指導者を養成するための講習会

11月9日 支部研修 北河内 発達障害の基本的理解　～個人差の理解、環境の整え方～ 堀内　桂　氏

11月9日 支部研修 大阪北 ＡＣＰってなあに　第3回　「医師の視点から見たACP」 川邉　正和　氏

11月9日 支部研修 豊能 社会福祉士ができる災害支援活動

11月9日・ 26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
令和1年11月　継続研修

～精神障がい者への支援について～

11月16日 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士学会 大阪社会福祉士学会　　基調講演　分科会　シンポジウム

11月17日 支部研修 三島
講演会　NHKﾊﾞﾘﾊﾞﾗでおなじみの　　玉木 幸則 氏を囲んで

今こそ、みんなで語ろう！生きる価値を問い直そう！

11月22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 「災害時や防災時における地域包括支援センターの役割」



11月23日 福祉ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 堺
第25回福祉ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ in 夕雲児童公園
「福祉・相談コーナー」ブース応援募集中

11月30日 支部研修 大阪南 事例検討会　ー援助技術を高めるためにー

11月30日 成年後見活用講座 相談センターぱあとなあ
第18回

『医療・福祉関係者のための成年後見活用講座（基礎編）』

12月5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　（8月15日の振替分）

～債務整理について～

12月7日 支部研修 泉州
異業種交流・研修会

「パーソナリティ障害のあるケースとの向き合い方」
南川　博彦　氏

12月13日 支部研修 大阪北
ＡＣＰってなあに第２回　　「看護師の視点から見た　ACP」

（10月12日の振替分）
川邉　綾香　氏

12月13日 支部交流会 豊能 忘年会

12月15日 支部研修 三島 事例検討会

12月19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　～医療同意について～

12月21日 支部研修 大阪南 猫の多頭飼育崩壊事例から学ぶソーシャルワーク

令和2年1月16日 実践研究ゼミナール 調査研究部会
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～

1月17日 支部研修 中河内 新年名刺交換会

1月18日
地域包括支援センター

ネットワーク委員会　研修会
地域包括支援ｾﾝﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ委員会 地域ケア会議と多職種連携

1月18日・23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
令和２年１月継続研修

～ぱあとなあ報告書作成について～

1月28日
2月4日
2月8日

ヤングケアラー 子ども家庭福祉プロジェクト
第1回　ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰって何

第2回　尼崎におけるヤングケアラー支援に向けた取り組み
第3回　英国におけるヤングケアラー支援

濱島　淑恵氏
内田　芙喜子氏
氏斎藤　真緒氏

2月15日 支部研修 北河内 援助を深める事例検討会

2月15日 ハンセン病問題　講演会 ハンセン病問題講演会実行委員会 ハンセン病家族訴訟の記録＆シンポジウム　資料代500円

2月16日 支部研修 泉州支部
援助を深める事例検討会

意思決定が困難な高齢者の「自己実現」の支援と「権利擁護」



2月22日 支部研修 大阪南 事例検討会　援助技術をたかめるために 山脇　功次氏

2月23日
ファシリテーター勉強会

開催中止
大阪社会福祉士会

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰに関する疑問や悩みをお持ちの方の勉強会
中止

2月29日
福祉職員対象（福祉基金活用研修）

開催中止
大阪社会福祉士会

福祉現場職員のための成年後見制度における
意思決定支援の研修会　　中止

　

3月7日 支部全体会議 北河内
全体会議　変更なし

消毒液用意。　マスク対応なし。
研修会延期

3月8日 支部全体会議 中河内
支部全体会議&研修会

全体会議は、支部HPから書面表決の形へ変更しました
研修会は6月へ変更

3月13日 支部研修 大阪北
支部全体会議　変更なし
消毒・マスクの対応なし

3月13日 支部研修 豊能 支部全体会議

3月14日 支部研修 泉州
支部全体会議　変更なし
消毒・マスクの対応なし

3月15日 支部研修 大阪南
支部総会　変更なし

咳エチケット、当日の検温依頼。37.5℃以上の場合参加自粛
研修会　中止

　　　　　　3月15日
↓

日程未定
支部研修 三島

全体会議・講演会とも延期
日程未定

3月19日 支部研修 南河内 全体会議

3月29日 支部研修 堺
全体会議・研修会

子供の貧困の連鎖を断ち切る堺市ケースワーカーの先進的取り組
みから、貧困問題について考える

堺市職員


