
平成27年10月10日

関係機関ならびに関係者 各位

秋 田県県北地区介護支援専門員協会

会 長 伊 藤 政 利

(公 印 省 略)

平成27年 度県北地区介護支援専門員協会第3回 研修会の開催について

時下、益々 ご清祥の こととお喜 び申 し上げます。

また、本会の運 営並び に事業推進につきま しては、常 々ご支援 ご協力 を賜 り厚 くお礼 申 し上 げま

す。

さて、 このたび別紙要項に よ り標記研 修会 を開催す るこ とにいた しま した。

つきま しては、用務 ご多忙 の折 とは存 じます が、是非 ご参加 をいただきます よ うご案 内いた しま

す。

研修会 への参加希望者 は、別添 「参加 申込書」へ必要事項 をご記入 の上、FAXに て11月6日

(金)ま でに申 し込み願 います。また、同一事業所 ・機 関 より複数参加 の場合 は、取 りま とめの上、

お申込 み くだ さいます よ うお願 いいた します。

なお、会場は駐車 スペー スに制限があ ります ので、で きるだけ乗 り合 わせ るなど してお越 しくだ

さいます よ うご協力のほ どお願 い申 し上げます。

事 務 局担 当

十〇18-5601

大 館 市 十 二 所 字 大水 口4-5

指 定 居 宅 介護 支援 事 業所 お おた き 平 澤 ・伊藤

TELiO186-47-7222FAX:0186-47-7013
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平成27年 度秋 田県県北地 区介護支援専門員協会 第3回 研修会開催 要項

催:秋 田県県北地区介護支援専門員協会

催:特 定非営利活動法人秋 田県介護支援専門員協会

的:介 護支援専門員 は保健 ・医療 ・福祉分野等 の専 門職、その他の社会資源 と連携 し、

利用者 をめ ぐる支援が総合的に行われ るよ うチームケアのま とめ役 としての機能が

求め られます。サー ビス担当者会議 は個 々のケースにかかわる関係者が一堂に会す る

貴重な場であり、チームケアを進 める うえで欠かせない ものですが、その進行 を苦手

とす る人 も少なくあ りませ ん。本研修では、ファシ リテーシ ョンの技術 を用いて、よ

り意義のある会議 の進め方 ・ま とめ方のノウハ ウやポイン トを学ぶことにより、会議

の質を上げ、ケアマネ ジメン トにおけるチームアプローチに対 し示唆 を得ることを 目

的 とします。

時:平 成27年11H21日(土 曜 日)午 前10時 から午後4時 まで

所:能 代山本広域交流センター 多 目的ホール

能代市字海詠坂3-2TEL:0185-54-5300

日 程:9:30 10:00 12:0013:00 16:00

受付 開会 講義 ・演習 休憩 講義 ・演習

内 容:テ ーマ 「ケアマネ ジャーが会議 を効果的かつ効率的 に開催す る方法
～今話題 のファシ リテーシ ョン技術 を紹介 ～」

ライ ト・けあ 代表 佐藤 康広 氏

※ホームページから引用

日総研出版の専門紙 「達人ケア

マネ」連載 していました!

各部署が集 まる会議 、サービス担 当者 会議 、委員会の会議、行事の打ち合わせなど、どれも欠かすこと

のできない大切な会議です。それらの会議の進行をスムーズにし活発 な意見が出るようにし、会議 の質を

向上させる手法をファシリテーションといいます。そして、その"向 上させる人材"を ファシリテーター と呼び

ます。ファシリテーターは、会議 を時間通り終了させることや 、議題から外れず会議を進 める役割を担いま

す。それと同時に、会議 の内容の整理ができ、参加者からの意見を引き出すことが可能 です。利用者のサ

ービスを決定するのは会議です。会議 を成功させ 、利 用者 が喜ぶサービスを一緒に提供しませんか?

参加対象:

参 加 費:

①特定非営利活動法人

②上記以外の方

①無料 ②3,

秋田県介護支援専門員協会会員

000円(当 日、受付 にて徴収 します)



【講師紹介 】

日本で唯一の介護 ファシ リテー ター

ライ ト・けあ 代表 佐藤 康広(さ とうやすひ ろ)

1979年 生まれ、栃 木県宇都宮市 出身。介護職歴10年 。

2000年4月 介護保 険スター トと同時 に介護 の仕事 に就 く。

愈
騰

特別養護老人 ホームや大手有料老人 ホームに勤務 し、両施設 で介護現場 の責任者 を務 める。

その間、国際 コーチ連盟か ら認 定 を受けたCTP(コ ー チ トレーニ ングプ ログラム)で コーチ ング

を学 び、全課程を修 了。

介護現場で働 く中、介護 の合 間を縫い なが らで も行 う会議が、なかなか成果の上が らない こと

に疑 問を持っ。

そ こで会議 を向上 させ る手法であ るファシ リテーシ ョンの技術 を学び、介護分野 で活かせ るフ

ァシ リテーシ ョンを会議 で実施 を してきた。

ファシ リテーシ ョンを取 り入れ た会議で は、会議の時間管理や不規則 勤務 の中でも会議 を円滑

に進 めることが可能 に。

そ して事故 の再発防止 を取 り組 む会議 では、毎月発 生 していた特定 の事故件数 をゼ ロ件 に し、

会議 か ら利用者 のQOL(生 活 の質)向 上につなげた。

これ らの経験 か ら、利用者へ のサー ビス提供 を決定す る会議 の場が、介護 の仕事では最 も重要

で あると考えた。

その後 、人材派遣会社 の教育事業部 にて介護 資格の講師に就 き、社会福祉制度 、職業倫理 、コ

ミュニケーシ ョン技法、介護実技 な ど多数の科 目を担 当す る。

これ ら介護 現場 の経験や講師の経験 を活か し、2010年4月 に個 人事業主 として起業。

介護 ファシ リテー ター として介護分野 の会議 を向上 させ る取 り組 みをスター トした。

介護施設の業務改善、ファシ リテー シ ョン研修、コーチ ング、高校 の介護科 目の講 師な ど多数

依頼 あ り、資格講師を含 める とのべ6000人 以上の受講生 に指導 を してい る。

2011年6月 に法人化。

ライ ト ・けあ株式会社 を設 立。

デイサー ビス 「あ しつ よ」の運営 を開始す る。

また、介護 を小学生のな りたい職業NO.1に!プ ロジェク トを立ち上 げ、小学校や児童館で介

護 職 として働 く喜び を子供た ちに伝 える取 り組みや 、介護 分野以外で も大学で就職支援 活動や

大学の学生団体で コーチ ングを行 っている。

(ホー ムページ よ り引用)



平成27年 度秋 田県県北地区介護支援専門員協会 第3回 研修会

参加 申込書

(※送信票不要)

(FAX送 信先)

O大 館 鹿角地 区の方

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 お お た き(平 澤)0186-47-7013

0鷹 巣 阿仁地区の方

たかのす社協居宅介 護支援事 業所(會 田)0186-84-8260

0能 代 山本地区の方

ひまわりハートケア居宅介護支援営業所(田 村)0185-54-5463

*申 込期限:平 成27年11月10日(金)

所属機関名称 職 名 氏 名
介護支援専門協会

会員・非会員の別

会員・非会員

会員・非会員

会員・非会員

会員・非会員

会員 ・非会員

会員 ・非会員

会員・非会員

※同事業所 ・機 関より複数 出席 の場合は、取りまとめの上 、申し込みくださるようお願いします。


