
31.05

▼昼休憩時間(50分)

▼開始時間(9:30)・昼休憩時間(40分) ▼開始時間(10:00)
『受験対策として、より高度な知識や技術が習得できます』 時間配分が確認でき、実力試しができます

受講料 模擬試験代

 ①11月26日(火)　　④2020年 1月9日(木)
 ②12月6日(金)
  ※③12月17(火）⇒模擬試験(希望者のみ別料金)

テキスト代

★喀痰吸引等研修（第１・２号研修）▼開始時間(9:00)・昼休憩時間(60分)★医療的ケア教員講習会 ▼開始時間(9:00)･昼休憩時間(60分)

受講料 テキスト代

  

★事業者支援セミナー【事業主・中間管理職・介護従事者向け】

      　　　　  　　　　各種講習会の検索・申込については、
      　　 　　　　　　 ホームページと携帯電話ＱＲコードからも行えます⇒

                                 　　　　　　　　　　　     　　　　http://www.kaigo-center.or.jp/

講師名 受 講 料

『キャリア形成助成金』等も活用できる講習です  介護施設における介護スタッフへの喀痰吸引の指導看護師となる　

11月19日（火）～2020年 3月13日（金）

受 講 料

★介護福祉士試験準備講習会

★短期専門コース

2019年 9月7日（土） 2,000円 5,000円(税別)

実施日程【１日間】

実 施 日 程【全１０日間コース】 募集人員

②

　『高度化・多様化する介護サービスに対応した知識を修得して、レベルアップすることができます』

実　施　日　程　【各コース１日間及び半日間】 募 集
人 員   テーマ テキスト

受 講 料 テキスト代

中央法規出版㈱発行テキスト使用 　2,000円(税別)

改訂 介護職員等による喀痰吸引等による喀痰吸引・経管栄養テキスト　
72,800円

実施日程【１日間】

2019年　7月19日（金）
 

募集人員

15,000円 2,000円(税別) 2020

①

『よりよい職場環境作りのために、事業所のニーズに即したテーマによるセミナーを実施します』

実　施　日　程　【各コース１日間及び半日間】 募 集
人 員   テーマ 受 講 料

④

③

①

④

③

⑥

⑤

⑧

⑦

募集人員

20

実　施　日　程【全４日間コース】 募集人員

20

⑨

⑩

★介護支援専門員【模擬試験】

②

⑥

⑤

⑪

⑧

9：30～
　　　15：50

9：00～
　　　16：30

「わかる!受かる!介護福祉士国家試験 合格テキスト2020」
中央法規出版(株)発行テキスト使用 　　2,600円(税別)

講師名

⑩

⑨

⑦

介護に必要な知識や技能を習得したり、さ
らに レベルアップするための講習会

★受講割引対象コース★

(会場)宮崎日赤会館

(会場)宮崎日赤会館

※詳細は別途案内チラシをご
覧下さい!

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

2020年

★受講割引対象コース★



 受付
 番号

事業所名 担当者名

★短期専門コース

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

★事業者支援セミナー

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

★介護支援専門員 試験対策 ★介護福祉士 試験対策

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ

氏　名 氏　名 氏　名 氏　名

④ 高齢者の皮膚トラブル＆ケア／
    認知機能を高めるレクリエーション

① メンター制度を知って
　　　魅力ある職場づくりを！

2019年度

受講申込書

2019年1月23日(木)

⑥ ケアビクス　≪午前の部≫⑤ 高齢者虐待と身体拘束／
　  認知症ケアの基本的な考え方

2019年11月15日(金)

2019年11月26日(火)

① 自分自身で
　　　モチベーションを高めるには

⑥ ケアビクス　≪午後の部≫

2019年8月7日(水)

2020年1月21日(火)

② 接遇マナー

2019年7月1日(月)

⑩ 緊急時の介護

③ 介護に役立つ薬の知識

2019年12月10日(火)

2020年3月6日(金)

2019年9月26日(木)

⑧ 介護現場のリーダーに
　　 求められる役割を学ぼう！

2019年9月13日(金)

2019年8月5日(月)

2019年8月23日(金)

③ 実地指導対策・新処遇改善加算
　　　に向けて今やるべきこと！

④ 『気づき』から
　　　介護の質をアップさせる

2019年5月16日(木)

2020年1月28日(火)

⑧ 介護技術【排泄ケア】

2019年12月10日(火)

⑦ 歯科医師直伝！
　 　口腔ケアの理解と実践

2019年9月7日

2020年2月6日(木) 2020年2月19日(水)

⑨ 介護現場でのクレーム対応 ⑪ 介護現場で活かす話を聴く力

2019年11月13日(水)

⑦ 理学療法士から学ぶ
　　　介護職員の腰痛予防とケア

介護福祉士 試験準備講習会介護支援専門員 模擬試験
2019年11月26日～2020年1月9日

2020年2月18日(火)

⑨ 介護技術【移動・移乗】

⑩ ストレスと上手に付き合おう！

2020年3月18日(水)

TEL番号（　　　　　　　　 － 　　　　　　　　－ 　　　　　　　　） ＦＡＸ番号（　　　 　　　　　－　　　 　　　　　－　　　 　　　　　）

2019年6月21日(金)
② 感染症対策のポイントを
　　　基本から学ぶ

2019年10月18日(金)

⑤ 介護現場のリスクマネジメント
⑥ 介護職員に必要な
　　　法令遵守について

住　所　　(〒　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　)

③⑤

FAX 0985-31-0335
(公財)介護労働安定センター宮崎支部 宛 ℡0985-31-0261

※当センター記入欄

★喀痰吸引等研修
(第1･2号研修)
★医療的ケア教員講習

※お申込みについては、
確認事項があるため
専用の申込書から
お申込み下さい。
介護労働安定センター
(℡0985-31-0261)
までお問合せ下さい


