
  「一般教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

「介護職として働きたい方」「将来に向けて介護技術を身に付けたい方」 

介護職･家族介護に役立てることを目的に下記のとおり、介護職員初任研修  

(旧ホームヘルパー2 級)を開催いたします。この機会にぜひ受講ください。 

 

募集期間   5 月7日(火)～5月24日(金)  
午前 9時～午後 5時(土日除く) 

申し込み   社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会  

事業推進課 ℡ 24-0053 
鶴岡市泉町 5-30 鶴岡市総合保健福祉センター 

       にこ ふる ２F 
 

 研修期間 2019年 6 月 3 日(月)～8 月 9 日(金) ※研修日程は裏面へ  

  対   象 介護職として活動しようとしている､健康で全課程に出席できる方 
介護の基本的な知識や技術を学びたい方 

 募集定員 20 名（男女、年齢は問いません） ※定員になり次第締め切ります 

 受講費用 30,000 円（テキスト代含む）･ 健康診断料 

 会    場 鶴岡ふれあいプラザかたりあい 

地域福祉センターなえづ･鶴岡市中央公民館 
 

※  申込後、5 月 24 日(金)午後 6 時～ にこ ふるでの受講説明会に出席のこと。  

※ 今年度は、この研修１回のみの実施となります。 

※  当研修は厚生労働大臣より一般教育訓練給付講座の指定を受けており、修了後 

の支給申請により受講料の一部が給付の対象となります。                  

     詳しくは、ハローワークへご相談下さい。 

 

お問合せ 社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会  

事業推進課 ☎0235-24-0053  http://www.shk01.jp/ 
 

    

   

   

 

介護職員初任者研修
受 講 生 募 集(旧ホームヘルパー2級) 

【後 援：鶴 岡 市】 

http://www.shk01.jp/


月　日 場　　所 区分 科　　　目

17:45 ～ 18:15 開講式

18:30 ～ 20:30 講義 職務の理解

17:45 ～ 19:45 講義 職務の理解

19:50 ～ 20:20 実習オリエンテーション

6/5(水)又は
　6(木)

9:00 ～ 16:00 デイサービス見学
（2時間）

実習 職務の理解

6/7（金） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 介護における尊厳の保持・自立支援

6/10（月） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 介護における尊厳の保持・自立支援

6/11（火） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 介護における尊厳の保持・自立支援

6/13（木） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 介護の基本

6/14（金） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 介護・福祉サービスの理解と医療との連携

10:00 ～ 12:00 演習

13:00 ～ 16:15 講義

6/18（火） 17:45 ～ 21:00 鶴岡市中央公民館 講義 介護におけるコミュニケーション技術

6/19（水） 17:45 ～ 21:00 鶴岡市中央公民館 講義 介護におけるコミュニケーション技術

6/20（木） 17:45 ～ 21:00 鶴岡市中央公民館 講義 老化の理解

9:00 ～ 12:15 講義

13:15 ～ 16:30 講義

6/25（火） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 老化の理解

6/26（水） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 認知症の理解

9:00 ～ 12:15 講義 介護の基本

13:15 ～ 17:30 講義 こころとからだのしくみと生活支援技術

7/1（月） 17:45 ～ 21:00  かたりあい・大会議室 講義 認知症の理解

7/2（火） 17:45 ～ 19:45  かたりあい・大会議室 講義 障がいの理解

9:00 ～ 10:00 講義 障がいの理解

10:15 ～ 12:15 講義

13:15 ～ 17:30 演習

7/4（木） 17:45 ～ 19:45  かたりあい・大会議室 講義 こころとからだのしくみと生活支援技術

7/5（金） 17:45 ～ 20:15  かたりあい・大会議室 講義 こころとからだのしくみと生活支援技術

10:00 ～ 12:00 講義

13:00 ～ 16:15 演習

9:00 ～ 12:15 演習

13:15 ～ 16:30 演習

9:00 ～ 12:15 演習

13:15 ～ 17:30 演習

9:00 ～ 12:15 演習

13:15 ～ 17:30 演習

7/12（金） 17:45 ～ 20:15  かたりあい・大会議室 講義 こころとからだのしくみと生活支援技術

17:45 ～ 19:45 講義 こころとからだのしくみと生活支援技術

19:50 ～ 20:35 実習オリエンテーション

7/17（水） 13:00 ～ 17:15  かたりあい・大会議室 演習 こころとからだのしくみと生活支援技術

7/18（木） 13:00 ～ 17:15  かたりあい・大会議室 演習 こころとからだのしくみと生活支援技術

7/19(金)～
7/30(火)

8:30 ～ 16:00 施設実習期間
(入居5時間･デイ12時間･ヘルパー2時間)

実習 こころとからだのしくみと生活支援技術

7/31（水） 17:45 ～ 19:45  かたりあい・大会議室 講義 振り返り

17:45 ～ 18:45 講義 振り返り

19:00 ～ 20:00 修了評価 筆記試験

8/9（金） 17:45 ～ 18:45  かたりあい・大会議室 閉講式

2019年度 介護職員初任者研修　研修日程予定表

こころとからだのしくみと生活支援技術

こころとからだのしくみと生活支援技術

こころとからだのしくみと生活支援技術

こころとからだのしくみと生活支援技術

こころとからだのしくみと生活支援技術

介護・福祉サービスの理解と医療との連携

※講師や会場の都合により研修日程が変更になる場合があります。ご了承ください。

こころとからだのしくみと生活支援技術

6/3（月）

6/4（火）

6/17（月）

なえづ・研修室

 かたりあい・大会議室

6/24（月）

8/1（木）

6/27（木）

7/3（水）

7/16（火）

7/11（木）

7/10（水）

7/9（火）

7/8（月）

 かたりあい・大会議室

時　間 

かたりあい・大会議室

なえづ・研修室

なえづ・研修室

なえづ・研修室

 かたりあい・大会議室

 かたりあい・大会議室

鶴岡市中央公民館

 かたりあい・大会議室

 かたりあい・大会議室
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