
（申込日　　月　　日）※受講申込書は、控えを取っておいてください。

※１ 「受講申込書」に記載された個人情報は、運営管理の目的にのみ利用させていただきます。
※２　受講者には、各回開催日の約１週間前に「受講者証」を送付します（メールでお申込の方へは返信メール）。
※３　新型コロナウイルス感染症予防対策や地震・台風等により講座を中止する場合は、福島県社会福祉協議
　　　　会のホームページ（http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/）でお知らせするとともに、受講者へ通知します。

※１ 「受講申込書」に記載された個人情報は、運営管理の目的にのみ利用させていただきます。
※２　受講者には、各回開催日の約１週間前に「受講者証」を送付します（メールでお申込の方へは返信メール）。
※３　新型コロナウイルス感染症予防対策や地震・台風等により講座を中止する場合は、福島県社会福祉協議
　　　　会のホームページ（http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/）でお知らせするとともに、受講者へ通知します。

◎会場はすべて福島県男女共生センター（二本松市）です。
◎動きやすい服装、マスク着用でご参加ください。
◎会場はすべて福島県男女共生センター（二本松市）です。
◎動きやすい服装、マスク着用でご参加ください。

県民介護講座 受講申込書県民介護講座 受講申込書県民介護講座 受講申込書県民介護講座 受講申込書

※その他、託児等が必要な方や事前に確認したいこと等がありましたらご記入ください。

ふりがな

氏　名
性　別
（性自認）

年　齢

住　所

連絡先

職業または
所属団体

介護を必要とする
家族の有無

有　・　無　（いずれかに○）

備　考

歳

TEL　　　　（　　　）　　　　　 ／ FAX　　　　（　　　）

〒

令和4年度令和4年度

受講を希望する講座の受講希望欄に○をつけてください。受講を希望する講座の受講希望欄に○をつけてください。

申込先：社会福祉法人福島県社会福祉協議会　介護実習・普及センター
ＦＡＸ　０２４３‒６２‒４６３３ メール：kaigo@fukushimakenshakyo.or.jp 社会福祉法人 福島県社会福祉協議会主催

受講料受講料

無料無料
福島県男女共生センター福島県男女共生センター

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 介護実習・普及センター

〒964－0904　二本松市郭内一丁目196－１〒964－0904　二本松市郭内一丁目196－１

〒964－0904  二本松市郭内1丁目196－１　県男女共生センター５階

電話 メール

FAX

0243-23-8306
0243-62-4633

kaigo@fukushimakenshakyo.or.jp

対象

お申込方法
・

注意事項

お問い合わせ

受付時間

『介護』の知識や実技の基本をやさしく学び、身につけていただける講座です。
現在介護されている方やご家族の方、これからのために介護を学びたい方
みなさまにとってお役に立つ様々なテーマをご用意しておりますので、

お気軽にご参加ください。

『介護』に興味、関心のある方ならどなたでも参加できます。『介護』に興味、関心のある方ならどなたでも参加できます。
定員 各講座とも20名各講座とも20名

●興味のあるテーマのみの受講ができます。また、ご都合に合わせて、上期・下期から自由に日程を組み合わせて
受講することも可能です。
●申込書を郵送・ＦＡＸでお送りいただくか、電話またはメールにて申込書の内容をお伝えください。
●受付時に検温を行います。発熱や風邪など体調不良の場合は受講をお取り止めください。
●県民の参加機会確保のため、介護事業所等における研修目的の参加はご遠慮ください。
●開催日・内容などは、都合により変更される場合がありますのでご了承願います。

●JR東北本線…二本松駅より徒歩15分
●東北自動車道…二本松I.Cより車で５分

交通のご案内

会場

火曜日～土曜日
　　９：００～１７：００
お休み：日・月・祝日
※月曜が祝日の場合は火曜

福島県委託事業
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令和4年度令和4年度

県民介護講座の
ごあんない

県民介護講座の
ごあんない

上

期

講座開催日／内　容 受講希望欄

下

期

講座開催日／内　容 受講希望欄

5月28日（土）／ 移乗・移動 11月12日（土）／ 移乗・移動

7月　9日（土）／ 食　 事 12月24日（土） ／ 食　 事

8月20日（土）／ 清　 潔 　1月14日（土）／ 清　 潔

9月17日（土）／ 排　 泄 　2月18日（土）／ 排　 泄

上

期

講座開催日 受講希望欄 下

期

講座開催日 受講希望欄

5月21日（土） 10月15日（土）

上

期

講座開催日／内　容 受講希望欄

下

期

講座開催日／内　容 受講希望欄

6月18日（土）／医療と介護 10月22日（土）／医療と介護

7月16日（土） ／介護予防 11月19日（土）／介護予防

8月27日（土）／認 知 症 12月　3日（土）／認 知 症

9月24日（土） ／福祉用具 　1月21日（土）／福祉用具

令和5年

令和5年

＜初級介護講座＞

＜介護実技基本講座＞　

＜介護ワンポイント講座＞



受講者の声

初めての受講でしたが、他
の受講者さんと話をしなが
ら和やかな雰囲気で楽し
かったです。講義と実技と
分かりやすい指導で良かっ
たです。
（介護実技基本講座 受講者）

自分が親を介護する年代になり、少しは理解しているつもりですが、今後どのような状況になるか分からないため、参考になりました。
（介護ワンポイント講座 受講者）

知らないこと
が多く、

とても勉強にな
りまし

た。介護される
人の立

場について考え
ること

が出来て良か
ったで

す。

（初級介護講座 受
講者）

開  催  日
内　　容 講　　師

上　　期 下　　期

５月28日（土） 11月12日（土）
「安全な移乗・移動介助とその方法」
車椅子や杖の正しい使い方など、様々な用具を活
用し、よりラクに移乗・移動する方法を学びます。

一般社団法人
福島県介護福祉士会

会員

７月９日（土） 12月24日（土）
「食事の介助とその工夫」
身近なものや福祉用具を活用した食事介助、ま
た、トロミ・ゼリー補助食品なども試食します。

８月20日（土）
令和5年

１月14日（土）

「清潔を保つ方法」
着替えの介助や口腔ケアなど、身体の清潔を
保つ方法について学びます。	

９月17日（土） ２月18日（土）
「排泄の介助とその方法」
トイレでの排泄介助はもちろん、オムツの正
しい選び方、使い方について学びます。

開  催  日
内　　容 講　　師

上　　期 下　　期

５月21日（土） 10月15日（土）
「介護の心構え、安心で安全な介助の方法、
介護サービスの活用法」などについて、実技
も交えながら学びます。

一般社団法人
福島県介護福祉士会

会員

●介護実技基本講座　～知っててよかった！らくらく介護講座～　

●初級介護講座　～はじめての介護講座　介護を学ぶ最初の一歩に最適！～

介護のプロから『介護技術のコツ』を学べる実技中心の講座です。
具体的な場面ごとに学べるので、すぐに役立つこと間違いなし！

新型コロナウイルス
感染症予防対策に

ついて

「介護が必要になったら、どうしたらいいの？」
そんな疑問に介護のプロがお答えする最初の一歩に最適な講座です。

●時間・各回／ 13：00 ～ 16：00

●時間・各回／ 13：00 ～ 16：00

開  催  日
内　　容 講　　師

上　　期 下　　期

６月18日（土） 10月22日（土）

「医療と介護」
現在の医療制度や介護保険制度の仕組み、
様々な病気と退院後の介護方法を関連付けな
がら学びます。

福島県医療
ソーシャルワーカー協会

会員

７月16日（土） 11月19日（土）

「元気な体いつまでも！（介護予防）」
高齢者も介護者も、いつまでも元気に過ごす
ためのコツと、普段からできる体操などを紹
介します。

一般社団法人
ふくしまをリハビリで

元気にする会
理事長
作業療法士

８月27日（土） 12月３日（土）

「認知症を正しく知ろう」
～認知症サポーター養成講座～
認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。
認知症の種類やその症状、また本人への接
し方について学びます。受講者には認知症
サポーターカードをお渡しします。

認知症の人と
家族の会

福島県支部会員

９月24日（土）
令和5年

１月21日（土）   

「これは助かる！便利な福祉用具」
介護が必要になっても、在宅で暮らし続ける
ための環境づくり、また便利な福祉用具など
について、実際に見て触れながら学びます。

一般社団法人
福島県作業療法士会

会員

●介護ワンポイント講座　～知ってトクする！トクトク介護講座～　
　加齢に伴う変化や介護に関する知識を知っていることで、身体的にも、精神的にもラクにな
ることがきっとあるはず。様々な分野で活躍する講師をお呼びし、それぞれのテーマについて
詳しく学べる講義中心の講座です。
●時間・各回／ 13：00 ～ 15：00

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努め、研修開催については、国及び県の感染防止
対策や使用する会場の方針に則り実施します。

（２）研修会場の入口に手指消毒液を準備いたしますのでご利用ください。
（３）本会職員や研修講師についても、手洗いやマスク着用等を徹底します。
（４）研修中は会場入口のドアや窓を開ける等、定期的に換気を行います。
（５）テーブル、椅子、ドアノブ等の消毒を行います。
（６）受講者同士の間隔を取った座席配置とします。

＜各講座のご紹介＞
◎会場はすべて福島県男女共生センター（二本松市）です。
◎講座は、「上期」と「下期」があります。どちらも同じ内容です。


