企画運営：公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

平成２８年度 神奈川県委託事業

横浜会場2

障害福祉のエキスパートをめざしませんか?
個々の障害の特性、支援の社会資源、地域での現状や、施設での実習等、多角的に精神障
害者の生活と支援について学び、より実践的な支援力を身に着けましょう。
精神障害者の支援実績のない、ヘルパー、介護事業所職員の方々を対象とした、実習付の研修です。学
べばわかる、身近な障害分野です。

者
参加 ！
中
募集

毎年キャンセル待ちの出る、人気の
研修です。申込みは、お早めに！！

開催日時：
1日目〔講義〕平成29年1月13日(金) 9:50～16:30
2日目〔実習〕平成29年1月17日～23日(期間中任意1日)
3日目〔講義〕平成29年1月24日(火)
9:25～12:40

横浜会場：振興会セミナールーム

お申込み方法

〔実習は別紙の各事業所で行います〕

裏面の申込用紙に必要事項を記入し、
事務局にＦＡＸしてください。申込書を

※横浜市以外の事業所の方も参加できますが、

受理後、受付券を返送します。

実習は横浜市内で行われます。

FAX: 045-671-0295

★本研修は
事業所所属のヘルパーで、3日間
の全日程に出席できる方
を対象としています。
★研修修了者には修了証を発行
いたします。
定員は20名で先着順です。

申込締め切り12月20日(火)

研修カリキュラム
１日目 ①「精神保健福祉の現状」
②「精神疾患の理解と対応」

受講料、無料

③「精神障害者の生きづらさの理解」

注：資料作成費 2,000円を

④「精神障害に関する社会資源」

当日ご負担ください。

⑤「実習オリエンテーション」
２日目 ⑥「施設等実習」
３日目 ⑦「実習のふりかえり」

※実習先のお知らせは、受

⑧「ホームヘルプサービスの実際」

講受付後、受付券とは別に
ご案内をいたします。
公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

〒2310023 横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階
電話：045-227-7044（9:00～17:30） FAX：045-671-0295

ＦＡＸ

公社）かながわ福祉サービス振興会 （かなふく人財センター）
ＦＡＸ：０４５－６７１－０２９５
神奈川県精神障害者ホームヘルパー養成研修
【横浜会場2】

研 修 名
会

お申込日

年

月

日

フリガナ
氏

受 講 申 込 書

振興会セミナールーム

場

法人名

名

*

フリガナ

* フリガナ

事業所名
職種

就業年数
〈住所〉 〒

－

連絡先
<電話>

―

<ＦＡＸ>

―

―

―

※差支えない範囲で、お書きください。

受講動機
※受講申込みに登録された受講者の個人情報については、適正な管理を行い、当研修の円滑な運営のために利用いたします。
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＜参加方法＞
◆この「受講申込書」に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又は郵送にてお送り下さい。
◆入場券は、連絡先FAX宛（郵送の方は連絡先住所）へお送りいたしますので、当日ご持参下さい。
◆定員を超えた場合は、上記お申込者連絡先へ速やかにご連絡致します。

問い合わせ先

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 かなふく人財センター
〒２３１-００２３ 横浜市中区山下町２３ 日土地山下町ビル９Ｆ
ＴＥＬ０４５-２２７-７０４４ ＦＡＸ０４５-６７１-０２９５

月

日

月

日

月

日

9:00-16:30
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（公社）かながわ福祉サービス振興会 かなふく人財センター
〒２３１-００２３ 横浜市中区山下町２３ 日土地山下町ビル９Ｆ
ＴＥＬ０４５-２２７-７０４４ ＦＡＸ０４５-６７１-０２９５

問い合わせ先

◎上記の一覧から、希望する事業所と日にちを選んで、申込み用紙に記載し、問い合わせ先までＦＡＸしてください。

精神障害者地域生活支
援、居場所、訪問、普及啓
発。ホームページをご覧く
ださい。

上履き持参、昼食持参。建
物の地下1階がスーパーで
す。お弁当購入、またはフー
ドコーナーもあります。

10:15-18:00
開所時間（土日以
外・・・平日及び祝
日）
横浜市青葉区荏田西
2-14-3

10:00-17:00
横浜市旭区鶴ヶ峰2-1- (9:50集合)
開所曜日(平日、土
16

青葉区生活支援セ 特定非営利活動法人
平成29年1月17日
ンター
メンタルサポートあお 渡邊
(火)～23日(月)
ほっとサロン青葉 ば

上履き持参。昼食提供。
実費1食\300.- 当日朝、
申込み、集金します。

旭区地域生活支援
平成29年1月19日
特定非営利活動法人
拠点
郡山
(木)
共に歩む市民の会
ほっとぽっと

化粧箱折り、情報誌各戸配
布。

横浜市保土ヶ谷区上星
9:30-16:00
川2-16-6 ロンドルサー
開所曜日（平日）
ジュ上星川

特定非営利活動法人保
霜島・金
土ヶ谷支援ネットワークの
井・伊藤
会

平成29年1月17日
あかね工房
(火)～23日(月)

上履き持参、昼食持参、
但し水曜日のみ調理実
習があります。

上履き持参。
日常生活の相談・支援。フ 昼食はランチに参加してくだ
さい。ただし、当日人が集ま
リースペースの運営。仲
らない等で、中止になること
間作り、支えあい。地域の
曜、祝日。但し月はお 中でのネットワーキング。 もあるのでお弁当を購入で
きるようにしておいてくださ
休み)
い。

内職作業等

横浜市金沢区柳町32- 9:00-16:00
25
開所曜日（平日）

NPO法人横浜市精神
石渡
障害者家族会連合会

上履き不要。昼食は1食
350円の施設の昼食をご
利用ください。

上履き不要。1食300円の昼
食サービスがあります。事
前に連絡をして申し込みをし
てください。

『ひとりぼっちをなくそう』をス
ローガンに作業、スポーツ、
レクリエーション、文化活動を
柱に自立して生活できるよう
活動しています。

清掃、内職

上履き不要。1食300円、
メンバーさんと同じメ
ニューで御昼を食べま
す。

お弁当作り、クッキー作り、花
たわし作り、石鹸作りなど
内職: ラッシュの小花作り
（シュガークラフト）、ボールペ
ン組立、パド配りetc

平成29年1月17日
(火)～20日（金）、 青いとり作業所
23日(月)

9:00-16:00
開所曜日（平日）

備考(昼食)、上履き、
服装等

作業

横浜市中区千歳町110 Jビルディング2F

横浜市緑区中山町
9:00-17:00
322-18 中山大谷ビル2
開所曜日（平日）
Ｆ

横浜市神奈川区子安
通3-359-4

住所

平成29年1月17日
(火)、19日（木）、23 ほっとスペース関内 社会福祉法人 恵友会 原
日(月)

特定非営利活動法人
島中
ピネル友の会

担当

平成29年１月17日
(火)～20日(金)、23 ピネル工房
日(月)

法人名

特定非営利活動法人
岡村
あすなろ会

事業所名

平成29年1月17日
浦島共同作業所
(火)～20日(金)

実習日程

平成 28 年度 神奈川県精神障害者ホームヘルパー養成研修 実習先一覧【横浜会場 2】 横浜エリア

