
2020年度 公益社団法人日本精神保健福祉士協会「生涯研修制度」委託事業

基幹研修 l in鹿児島
精神保健福祉士としての専門的諸活動は、国家資格に基づく最低限の質の担保 とともに、専門職と

して生涯に渡って続けられる研鑽によるものであると認識されます。公益社団法人日本精神保健福祉

士協会 (以下、日本協会)では、精神保健福祉分野における専門職団体として、より多くの構成員に

研鑽の機会を提供 し、職務に関する知識・技術ならびに倫理・資質の向上を図ることを目的として、

生涯研修制度を創設 しました。

今回のご案内である「基幹研修 I」 は、生涯研修制度の基礎 となる研修であり、日本協会が独 自に

認定する「研修認定精神保健福祉士」となる第一歩です。今後 「認定」を受ける意志のある方、これ

から日本協会に入会予定の方 (2022年 2月 末までに入会すると生涯研修制度の研修履歴として認め

られます)には、ぜひ参加をお勧めします。

また、都道府県精神保健福祉士協会が、日本協会から「基幹研修 I」 を受託し主催することにより、

全国の構成員に、より受講 しやすい環境を整え、かつ各都道府県精神保健福祉士協会の会員も参加で

きるしくみとしています。ただし今年度は、コロナ禍の状況を踏まえ、感染拡大防止の観点から■堅
によるオンラインでの開催 とさせていただきます。

不慣れな点もあるかと思いますが、多くの皆様の受講をお待ちしています。
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プログラム

一般社団法人 鹿児島県精神保健福祉士協会

2021年 2月 20日 (土)～ 2月 21日 (日 )

20日 (上)13:30～17:00(受付 日入室時間/13:00～ 13:20)

21日 (日 )9:30～ 13:00(入室時間/09:00～09120)

2, 000円  ただし、テキス ト購入の必要な方は、別途 2,500円

(テキス ト第 1版をお持ちの方は 1,500円 ※後述)

Zoomに よるオンライン開催

※参加決定後、参加URL等案内を通知致します。

35 名 (定員になり次第締め切り)

*申込締切*
2021年

1 月 29日 (1金:)

30
45

３

３

１

１

15
15
16

15
25
55

開講式 (入室開始/13:00) オリエンテーション

講義 1.「公益社団法人日本精神保健福祉士協会の役割と課題」 (90分 )

講師 :大津 敬 氏

(一般社団法人鹿児島県精神保健福祉士協会 会長

奄美地区障がい者等基幹相談 支援センター ぴあリンク奄美 センター長)

休憩 (10分 )

講義 2.「精神保健福祉士の専門性 I」 (90分 )

講師 :岡 田 洋一 氏 (鹿児島国際大学社会学部福祉社会学科 教授 )

オリエンテーション (-17:00)
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入室開始

講義 3.「精神保健福祉士の実践論 I」 (90分 )

講師 :大重 和枝 氏

(社会福祉法人くすの本会 地域活動支援センターやすらぎ センター長 )

休憩 (10分 )

演習 I(90分 )

講師 :溝内 義剛 氏 (特定非営利活動法人まぐねっと25 代表理事 )

閉講式・修了証書授与 (-13:00)
※都合によリプログラムを一部変更する場合がありますが、ご了承ください。

_2月 2 0日 (十 )
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■開催概要

【研修に係る費用】 金額は、すべて税込です。

受講費   2,000円
テキスト代  2,500円  ※第 1版をお持ちの方は■500円

←生涯研修制度共通テキス ト

(第 2版 )

里塾童豊杢二圭丞上の墜△が二笙三立
※既に第2版 をお持ちの方は購入不要
です

受講費・テキス ト代は申し込み後、2021年 1月 30日 (土)までに下記口座へお振り込みください。

鹿児島銀行 鴨池支店 普通 3427302 -般 社団法人 鹿児島県精神保健福祉士協会

対 象】
1.公益社団法人日本精神保健福祉士協会構成員 (必要な会費を納めている者)

2.一般社団法人鹿児島県精神保健福祉士協会 会員
3.他都道府県精神保健福祉士協会 会員
4.その他
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【お申込方法】
1.お申し込みは「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ個人ごとに下記事務局までFAXにてお送

りください (原本は必ず保管してください)c

※オンライン参加に不安がある方は、事前にご相談ください。

2.申 し込み締め切 り2021年 1月 29日 (金)必着 (定員になり次第締め切 り)

3.受講決定通知等は、2021生 2月 10日 頃までに郵送いたします。(テ キス ト購入の方は同封いた

します)

【遅刻 む早退】

本研修では、各科目 (講義及び演習)と も、二塁墾2壁笙■呈通 壁 ユユ豊 左L≧上
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くれぐれもご注意ください(Zoom会議室へは時間的余裕をもって入室してください)。

研修修了者には修了証書を発行いたします。

【オンライン開催にあたつての重要なお知らせ】
。事前に Zoomミ ーティングの接続テス ト (ビデオ・スピーカー・マイクテス ト)を必ずお試しください。
・演習では、お顔出しでの参加が必須となります。
・研修当日における受講者側の Zoom接続不具合や通信 トラブル等について、事務局では対応できません。
・受講にかかる通信料は受講者負担となります。
・受講に必要な Zoom情報等は、本協会からメールにてご連絡いたします。申込書には研修当日も受信がで

きるメールアドレスをご記入ください。

【変更・参加取消】

変更、取り消しのご連絡は各自保管されている申込書 (原本)を訂正のうえ、改めて下記事務局まで

FAXにてお送りください。盤お、～受塾麟症 g饉塑匝Lユ激しΩ麗塾:]通重 Ω壺 璽虚 嬢致1憂豊 L_
費用送金後に取り消しの場合は、研修終了後にテキス ト (ご購入の方のみ)等をお送り致します。
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一般社団法人 鹿児島県精神保健福祉士協会 事務局

〒890-0082鹿児島市紫原4-4-2常清 main omce内

TEL:099-296-1655(1萱通TEL070-13フ 1-6837)FIAO(:099‐ 210‐5877
担当 :荒堀 瑞佳(勤務先 :鹿児島市精神保健ネ欝止交流センター勤務先TEL:099-214-3352)

※生涯研修制度共通テキス トについて

当日のテキス トとなる「生涯研修制度共通テキスト」は、2013年度から第 2版とな
は必ずご購入いただきます。
過去に第 1版 (全 3巻 。A4ピ ンク色表紙)を ご購入済みの方は、定価 2,500円 のと

売となります。なお、本割引につきましては、 (公社)日 本精神保健福祉士協会構成員の

ださい。また、既に第 2版のテキス トをお持ちの方は購入不要です。第 1版および第 2版テキ
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込書にてお知らせください。テキストは、当日までにご自宅等へ郵送いたします。

のでご注意く

りました。ご受講の方

ころ、1,500円での販
みが対象となります

一般社□法人鹿児島県

精神保健福祉士協 会


