
  

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護事業様向けの 

講座です！ 

日時：8月 5日（月）13:30～16:30 

場所：とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草 1-10-6 

費用：4,000 円（税込） 定員：50 名（先着順） 

講師：日本看取り士会 新宿研究所所長 中屋敷 妙子氏           

申込締切：7 月 1 日（月） 

第３回 明るい看取りを考える 

第５回 介護事業所の虐待を止めるにはどうしたらよいか 

☆お問合せ先☆ 

（公財）介護労働安定センター 栃木支所 

〒320-0026 宇都宮市馬場通り 4-3-7 

       馬場通り四丁目ビル 5 階 

TEL:028-643-6445 FAX:028-643-6448 

担当 梅澤・石村 

 

第６回 介護の仕事って「感情労働」です！ 

≪お申し込み方法≫ 

・賛助会会員様は、3600円になります。 

・裏面の「受講申込書」をご記入の上、FAXでお申し込みください。 

・受講料の振込方法等の詳細は「受講決定通知書」によりご案内いたします。 

・入金を頂きましたら、入金確認書・会場の地図を送付いたします。 

・受講者が定員に満たない場合は、セミナーを中止する事があります。予めご了承下さい。 

・お申込は 4 月 1日（月）から開始します。     

日時：６月 17 日（月）13:30～16:30     

場所：とちぎ福祉プラザ  宇都宮市若草 1-10-6 

費用： 4,000 円（税込） 定員：70 名（先着順） 

講師： 小濱介護経営事務所代表 小濱 博通氏 

申込締切：５月 7 日（火） 

2021 年の介護保険法改正について、準備を進めていき

ましょう。まだ、早い！と思われるかもしれませんが、

改正のポイントを把握しておきましょう。分かりやすい

口調で、お話をしていただきます。 

第１回 2021 年介護保険法改正について準備を進めよう！ 

消費税率引き上げに伴うものも含みます。 

第４回 介護事業所の経営の基礎を固める 

日時：７月 12日（金）13:30～16:30 

場所：とちぎ福祉プラザ 宇都宮市若草 1-10-6 

費用：4,000 円（税込） 定員：50 名（先着順） 

講師：株式会社 ミライプロジェクト 中野 路子氏  

申込締切：６月 7 日（金） 

介護と美容を同時に学べる「介護美容研究所」が原宿に

あります。高齢者に、美容を通して、笑顔になってほし

いと思っています。どのように対応をしたらよいか教え

て頂きます。 

第２回 介護美容について考える 

誰にでも訪れる看取り。お別れはつらいものですが、

本人の意思を尊重して、納得のいくお別れをしたいも

のです。講師が経験を基に、納得のいく看取りをお話

します。 

日時：9月 19日（木）13:30～16:30 

場所：コンセーレ 宇都宮市駒生 1-1-6 

費用：４０００円（税込） 定員：50 名（先着順） 

講師：税理士法人児玉税経 社長 児玉 博利氏   

申込締切：8 月６日（金） 

経営が厳しくなっている介護事業所様からのご相談が

増えてきています。これからの介護事業所での生き残り

をかけて、皆様が苦労されていることを、専門家が分か

りやすく説明します。 

 

どうすれば、認知症の人への虐待を止められるのでし

ょうか？ わかっていても、一人の方に時間がかか

る・話を理解してもらえない・・・。毎日の現場で疲

弊している職員さんに是非聞いて頂きたい講義です。 

日時：10月 2９日（火）13:30～16:30 

場所：宇都宮市文化会館 宇都宮市明保野町 7-66 

費用：４,000 円（税込） 定員：50 名（先着順） 

講師：NPO 法人ミニケアホームキミさんち 理事長 林田俊弘氏   

申込締切：9 月 30 日（月） 

介護の職は、感情労働です。いつも笑顔でいたいけれど

怒りや不満だってあります。仕事として、どんな風に自

分をコントロールすればいいのでしょうか？ 

「あなたのしごと、感情労働ですよね？」の著者に話を

していただきます。 

日時：１１月 26日（火）13:30～16:30 

場所：コンセーレ 宇都宮市駒生 1-1-6 

費用： ４,000 円（税込） 定員：50 名（先着順）         

講師：東京成徳大学応用心理学部 准教授 関谷 大輝 氏  

申込締切：１０月 25 日（金） 

TEL:028-643-6445


  
 
  
 
 
 

受講

者 

フリガナ 性別 女 ・ 男 

氏名 
生年月日 

 昭和 ／ 平成   年   月    日（    ）才 

法 人   
名 

 賛助会員    有 ・ 無 

（該当に〇印） 

事業

所名 

 

住所 

〒 

 

 

TEL           （    ） 

FAX     （    ） 

受講決定通知書等送付先（希望先に〇印） 

 勤務先 担当者名（     ）様宛  ・  自宅（FAX のみ） 

受講を希望されるコースに○を付けてください。（複数可）  お申込中！！ 

 第１回 6月17日（月） 2021年介護保険法改正について準備を進めよう！ 小濱介護経営事業所代表 小濱 道博氏 

 第２回 7月12日（金） 美容介護について考える 株式会社ミライプロジェクト 中野 路子 氏  

 第３回 8月 5日（月） 明るい看取りを考える 日本看取り士会新宿研修所所長 中屋敷 妙子 氏 

 第４回 9月19日（木） 介護事業所の経営の基礎を固める 税理士法人児玉税経 代表社員社長  児玉 博利 氏 

 第 5回 10月 29日（火） 介護事業所の虐待を止めるにはどうしたらよいか？ NPO法人ミニケアホームキミさんち 理事長 林田俊弘氏 

 第 6回 11月 26日（火） 介護の仕事って「感情労働」です！ 東京成徳大学応用心理学部 准教授 関谷 大輝 氏 

 

注意 「受講決定通知書」送付後、ご入金の確認を持ちまして受講決定といたします。 

◎ 当センターの賛助会員の方は、対象講習の受講料が１割引になります。（入会ご希望の方はお申し出下さい。） 

◎ 受講者の個人情報（氏名、住所、電話番号等）は、当該講座に関する通知等の送付および講座実施に関する連絡、講座受講の際の本人確認、        

新規講座等のご案内の送付の範囲で利用させていただきます。 

◎ ご提供いただいた個人情報は、プライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。 

*******************************   申込にあたっての留意事項 ～講習受講を希望される皆さまへ～  ******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付印  

受講番号  

介護労働安定センター栃木支所行き

FAX  028-643-6448 

お問合せ（公財）介護労働安定センター 栃木支所〒320-0026 宇都宮市馬場通り 4-3-7 馬場通り四丁目ビル 5階 TEL: 028-643-6445 FAX: 028-643-6448（担当：梅澤） 

 

【手順 1】受講申込書を FAXして下さい。  受講申込書に必要事項をご記入の上、栃木支所へ FAXしてください。  FAX028-643-6448 

【手順 2】電話を差し上げます。       申込書の FAXを受信後、栃木支所から連絡をします。  TEL028-643-6445（平日 9:00～17:30） 

【手順 3】受講決定通知書を送付します。    ①開催日の約１ヶ月ほど前になりましたら、受講決定通知書を郵送いたします。 

②記載されている受講番号をご確認ください。 

【手順 4】受講料を振込んで下さい。      開催日の２週間前までに、指定口座（受講決定通知書に記入してあります）へお振込みください。振込み金

額をお間違えないよう、十分お気をつけください。 

〔受講料〕1回から 4 回 受講料のお振込み額 4,000 円（消費税込）賛助会員様に限りお振込み額 3,600円（消費税込） 

   注）①振込手数料はお振込人様の負担とさせていただきます。②振込の控え（銀行の振込票等）をもって領収書に代えさせていただきます。       

③『受講申込書』による申込があっても、開催日の２週間前までに受講料のお振込みがない場合は、キャンセル扱いとなります。講習をキャンセル

される場合は、必ず事前にご連絡ください。④お振込みいただいた受講料は、開催決定【講習開催日から起算して、14 日前（※当該日が土・日・

祝日の場合はその前日）】以降は、原則として返金いたしませんので予めご了承ください。 

【手順 5】受付完了です。 ①お振込みいただいた時点で、受講申込が完了となります。②振込確認後一週間程の内に、当センターから「入金確認書」をお送

りします。③本講習が定員に満たない場合等、当センターの都合で講習を中止する場合は、電話等でご本人にご連絡の上、お振込み金

額を返金いたします。（この場合の振込手数料は当センターが負担します） 

                      

 

 

 

 

 

 

 


