
雇用管理改善・職業能力開発講習
区分 受講料（税込） 定員

介護職のための接遇マナー

　　　　～ホスピタリティマナーを身に着けよう～

講師

講師

講師

講師

講師

講師

講師

～生活を楽しく豊かにする～　レクリエーション活動
講師 日本レクリエーション協会認定福祉レクリエーションワーカー

講師

9:20～12:30

13:30～16:40

講師

講師

認知症の理解とケアの実践
講師

木 13:00～16:10

講師

講師

講師

講師

木 10:00～15:00

講師 ほしの社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　星野麻記　氏

講師

木 13:00～17:10

講師

講師

一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円
40不適切ケアの理解と虐待防止への取り組み

アイーナいわて県民情報交流センター501 認定社会福祉士　高橋　勝　氏

◆詳細が未確定な研修・セミナーについては、確定次第、当センターホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。

◆各研修の日程・会場等、変更になる場合もございますのでご了承ください。

かおり社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　菅原かおり　氏

11月22日 火 13:30～16:30
対面

短期専門講習⑥

75「審議終盤！令和6年介護保険法改正の動向と事前対策」
アイーナいわて県民情報交流センター812 小濱介護経営事務所代表　C-MAS介護事業経営研究会最高顧問　小濱　道博　氏

11月17日
対面

介護労働者雇用管理責任者講習　　第5回（専門コース）4H 無料

(テキスト無料配布）
40

岩手県奥州市水沢地区センター第1･2会議室

11月14日 月 10:00～16:00 ハイブ

リット

介護事業者支援セミナー
一　　般　8,000円

賛助会員　7,200円

40生命を看取る介護ケア
アイーナいわて県民情報交流センター501 社会福祉法人　松実会　　里見　きみ子　氏

10月20日
対面

介護労働者雇用管理責任者講習　　第4回（専門コース）4H※昼時間1H含まず 無料

(テキスト無料配布）
40

アイーナいわて県民情報交流センター501

10月17日 月 13:30～16:30
対面

短期専門講習⑤
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円

無料 40

①よりよい仕事は、自分を知ることから始まる～セルフアウェアネスを高めてあなたらしい働き方へ～

キャリアコンサルタント　三角　香　 氏

13:30～15:30
岩手県介護従事者確保事業　（管理職・リーダー対象）

②他者のフィードバックが、部下の成長をもたらす〜メンター制で部下を育てるフィードバック力〜

アイーナいわて県民情報交流センター501 産業カウンセラー・キャリアコンサルタント　佐藤　聡　 氏

10月5日 水
10:00～12:00

対面

岩手県介護従事者確保事業  （新人職員対象）

一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円
40

アイーナいわて県民情報交流センター501 岩手県認知症介護指導者　櫻庭　伸樹　氏　　※認知症ケア専門士の方は3単位取得

9月22日
対面

介護労働者雇用管理責任者講習　　第3回（総合コース）3H 無料

(テキスト無料配布）
40

岩手県奥州市水沢地区センター第1･2会議室

9月13日 火 13:30～16:30
対面

短期専門講習④

かおり社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　菅原かおり　氏

9月5日 月 13:30～15:30
対面

介護事業者支援セミナー
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円
40「BCP整備が義務付けられました！！」ってご存じですか？

アイーナいわて県民情報交流センター501 土岐経営支援事務所　中小企業診断士　土岐　徹朗　氏

介護事業所における効果的なDX（デジタルトランスフォーメーション）

アイーナいわて県民情報交流センター501 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会認定　ITコーディネータ　川村　直行　氏 

8月24日 水
対面

介護労働者雇用管理責任者講習　　第1回（総合コース）3H

一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円
40

アイーナいわて県民情報交流センター501

8月19日 金 13:30～15:30
対面

介護事業者支援セミナー
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円
40

無料

(テキスト無料配布）
40介護労働者雇用管理責任者講習　　第2回（総合コース）3H

アイーナいわて県民情報交流センター501 かおり社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士　菅原かおり　氏

40“介護の現場”深刻な人手不足、 工夫した求人募集(求人票)を考える！
アイーナいわて県民情報交流センター501 山内社会保険労務士事務所　社会保険労務士　山内　俊雄　氏

8月17日 水 13:30～16:30
対面

短期専門講習③

8月10日 水 13:30～15:30
対面

介護事業者支援セミナー
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円

7月15日 金 13:30～16:30
対面

短期専門講習②
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円

40

①～介護施設で働く新人の方へ～“知って賢く、様々な制度”あなたはどこまで理解してますか？

山内社会保険労務士事務所　社会保険労務士　山内　俊雄　氏

13:30～15:30
岩手県介護従事者確保事業　（管理職・リーダー対象）

②～わかりあえない人がいることを前提とした～メンター制度の設計、メンティーへのかかわり方 

アイーナいわて県民情報交流センター501 オフィス円香　代表　キャリコンサルタント　大坂　彰子　氏

40　　QOLを高める口腔ケア 　～いつまでも口からおいしく食べられる支援～

アイーナいわて県民情報交流センター501 一般社団法人岩手県歯科衛生士会会長　晴山　婦美子　氏

7月20日 水

10:00～12:00

対面

岩手県介護従事者確保事業　（新人職員対象）

無料

402022年度　介護事業所が活用すべき最新助成金セミナー
アイーナいわて県民情報交流センター501 ワイズコンサルタンツ代表　特定社会保険労務士・中小企業診断士　山本　正人　氏

7月11日 月 10:00～16:00 ハイブ

リット

介護事業者支援セミナー

一　　般　8,000円

賛助会員　7,200円
75

「今年度より運営指導(旧・実地指導)がスタート、その事前対策」

「10月から新たな介護職員等ベースアップ等支援加算の概要」

「業務継続計画(BCP)の作り方とLIFE活用のポイント」

アイーナいわて県民情報交流センター812 小濱介護経営事務所代表　C-MAS介護事業経営研究会最高顧問　小濱　道博　氏

7月1日 金 13:30～15:30 ハイブ

リット

介護事業者支援セミナー
一　　般　4,000円

賛助会員　3,600円

6月27日 月 13:30～16:30
対面

短期専門講習①

一　　般　6,090円

賛助会員　5,481円

(ﾃｷｽﾄ代含む）

(公財）介護労働安定センター岩手支部主催

令和4年6月現在

日程・会場 テーマ

40

アイーナいわて県民情報交流センター501 　特定非営利活動法人日本マナー・プロトコール協会認定講師　佐藤　まゆみ　氏

令和4年度 介護関係各種講習「年間計画」のご案内

著 者 蜂谷 英津子

体 裁 B5判 107ページ〈2色刷り〉

定 価 一般：2,090円(税込）

賛助会員：1,881円(税込）

【使用テキスト】

裏面に情報つづきます。

令和4年度

いのち



　　

　　

講師　川口・キングスガーデン　施設長　橋村　あゆみ　氏

令和5年1月11日(水)10時から
令和5年1月24日(火)17時まで

短期専門講習
一　　般：3,000円

賛助会員：2,100円
　「身体拘束と介護事故リスク」

講師　貞静学園短期大学講師　　久保　吉丸　氏

令和4年9月12日(月)10時から
令和4年9月26日(月)17時まで

介護事業者支援セミナー
　一　般：3,000円

賛助会員：2,100円　　エッセンシャルワーカーのココロとカラダが楽になるストレスマネジメント

講師　ワ✫ノベーション代表　島田　友和　氏

令和4年11月11日(金)10時から
令和4年11月28日(月)17時まで

短期専門講習
一　　般：4,200円

賛助会員：3,200円

(ﾃｷｽﾄ代含む）

　「緊急時の介護と観察のポイント

　  ～正確な判断と適切な対応法の知識を身につけよう～」

配信期間 テーマ 受講料（税込）1人

令和4年7月11日(月)10時から
令和4年7月22日(金)17時まで

介護事業者支援セミナー
一　　般：3,000円

賛助会員：2,100円
　　自分も相手も大切にするアサーティブコミュニケーション

講師　ワ✫ノベーション代表　島田　友和　氏

※詳しくはセンターまでお気軽にお問い合わせください。

【賛助会入会のご案内】

当センターの事業に賛同し、支援いただける賛助会員の方々を募集しております。

特典1 月刊「ケア・ワーク」の無料送付

特典2 図書・DVD等を賛助会員価格にて販売

特典3 講習等、受講料の会員割引

有料講習(資格取得研修を除く）料金に賛助会員価格を設けております。

特典4   介護情報サイトを会員価格にて提供 / 月刊「ケア・ワーク」の無料送付

特典5 賛助会員交流会に参加

◆お問い合わせ先◆

公益財団法人介護労働安定センター岩手支部

〒020-0871盛岡市中ノ橋通１ー4－22中ノ橋106ビル4階

【電話】 019-652-9036【FAX】 019-652-9037

【URL】 http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/iwate 

●夕方からの研修の対応可能●

ニーズにあった研修を行うために、当センターアドバイザーまたは

専門家と相談をしながら進めていきます。

プロの講師を派遣するオーダーメイド型 ケア・サポート事業

出張研修なら、たくさんの職員の皆様が参加することができ、勉強する機会が

増えます。研修参加することにより、仕事への意欲がでてきます。

【有料出張研修のご案内】
効果的・体系的な研修で「人材育成」に取り組んでみませんか？ 助成金を利用する

ことも可能です！

【新型コロナウイルス感染症への対応について】

新型コロナウイルス感染症の発生及び拡大防止のため、政府の基本方針の変更及び県内の感染状況等により、延期や中止する可能性が

あります。開講の有無につきましては当センターホームページで確認頂くか、介護労働安定センター岩手支部までお問い合せください。

（１）受講者で発症者が出た場合には名簿情報を保健所等の関係機関と共有いたしますのでご了承ください。

（２）会場内の換気は定期的に行います。

（３）開講前（午前の部・午後の部）には机、椅子の拭取り消毒を当方で実施します。

（４）受講者全員に受付時及び入室時に手指消毒をお願いいたします。また必ずマスクの着用をお願いいたします。

（５）講習会当日にご自身で検温をお願いします。受付時に体調の確認をさせていただきます。

（６）講習会当日に体調不良により、受講できなかった場合は受講料の返還は出来ませんのでご了承ください。

※詳しくはセンターまでお気軽にお問い合わせください。

Webセミナー（動画配信セミナー）のご案内 Web

【使用テキスト】

令和4年度


