
  

 

障碍社 研修通信 

★ヘルパー・スタッフの皆様へ★ 

新年度がスタートしました！ 

本年度の研修も Zoom を基本とし開催していく予定です。 

また、外部研修や動画研修などの紹介も積極的に行って参ります。 

社外へ直接お申し込みをする研修でも研修係が受講状況を把握し研修レポートを配布する必要があります。 

必ずお申込み前に研修係へご連絡ください。 

  

★対面研修時のお願い★ 

感染予防対策を徹底して行います。 

・研修当日の入室時に検温をいたします。 

・検温時に 37 度以上ある方は受講することができません。 

・普段から平熱が高い方は研修申込時にご相談ください。 

・その他詳しくは HP の「資格講習・研修・カリキュラムに於ける PAM 会議室使用に関する新型コロナ 

ウイルス感染症予防ガイドライン」をご覧ください。 

http://www.pa-machida.co.jp/download.html 

 

★研修受講について★ 

・毎年度、全体研修は７月末までの受講をお願いしています。 

・研修受講はヘルパー介助勤務時間外に受講をお願いしていますのでご注意ください。 

・1 年間(9 月～翌年 8 月)に受講できる回数は「全体研修」「自宅研修」「読書研修」すべてを合わせ 4 回ま

でとさせていただきます。 

・ご自分で探した社外の講演等を当社の研修として受講することを希望する方は、申し込む前に内容が分か

る資料か URL を添えて研修係にご連絡ください。 

 

★１１月の研修案内★ 

  外部研修：９周年オンラインシンポジウム「生きる場所を自分で決めたい」 

日時：2021 年 11 月 5 日（金）13：30～16：30 

主催：介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 様 

会場：Zoom を利用したオンライン研修 

https://www.dpi-

japan.org/blog/events/9th_event/?fbclid=IwAR1yZniHEdozsVWhcBXPaBbYUahZjFInVs98O

1x8EZI_937IfsPi4LN10iQ 

内容：様々な問題を抱える障害者と、その問題解決のために障害者に寄り添い活動している弁護士などの活 

動の記録や権利運動などについてのシンポジウムです。詳しくは上記サイトをご覧ください。 
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共催研修：「アサーティブトレーニング」 

日時：2021 年 11 月 8 日（月）13：30～16：30 

主催：NPO 法人町田ヒューマンネットワーク 様（共催） 

講師：堤 愛子 様（アサーティブジャパン公式トレーナー） 

会場：Zoom を利用したオンライン研修 

内容：アサーティブネスとは相手の権利を侵害することなく、誠実に、率直に、対等に自分の気持ちや要求 

を表現することです。1970 年代のアメリカにおける人権擁護の思想と、女性解放の理論を土台と 

して発展してきました。このアサーティブ(自己主張)・トレーニングの手法を元に、頼むこと、断る 

こと、自己信頼など、自分の気持ちを率直に伝えよりよいコミュニケーションづくり、人間関係づく 

りについて学びます。利用者さんとの関係、家族や職場、地域社会との関係づくりに役立てたいと 

いう方はぜひ、ご参加ください。 

  ※定員 4 名です。興味のある方はお早めにご連絡下さい。 

 

外部研修：「第 48 回国際福祉機器展」 

日時 

 リアル展：2021 年 11 月 10 日（水）～11 月 12 日（金）10：00～17：00 

（12 日のみ 16：00 閉会） 

Web 展：2021 年 10 月 11 日（月）～12 月 10 日(金)  

   主催：全国社会福祉協議会 様 保健福祉広報協会 様 

会場：東京ビッグサイト 青海展示棟 

サイト：https://hcr.or.jp/exhibitions/detail 

内容：最新の知識や機器を知る機会です。オンラインイベントもあります。 

手作りの自助具、ロボットなど様々な情報を得ることができる大規模な福祉機器の展示イベントです。 

下記 1～4 のいずれか１つの参加・視聴を研修扱いと致します。 

いずれも受講をしたら研修レポートを提出してください。 

1.リアル展 -現地で興味を持った福祉機器を 1 点選び、研修レポートを作成 

2. H.C.R.Web セミナー［Web 展のみ］ https://hcr.or.jp/seminar/skillup 

 ※リンク先にある 8 種類のセミナーより興味のあるものを選び受講してください 

3.国際シンポジウム［Web 展のみ］https://hcr.or.jp/seminar/symposium  

テーマ「英国のヘルスケア状況と日本における健康寿命へのアプローチ」  

4.出展社プレゼンテーション［Web 展のみ］https://hcr.or.jp/seminar/corppresentation 

※リンク先にある 16 社のプレゼンテーションより興味のあるものを選び閲覧してください 

 

当社主催：「感染症対策」 

日時：2021 年 11 月 17 日（水）13：00～15：00 

講師：三井 智哉さん(横浜事業所所長) 

会場：株式会社 障碍社町田事業所会議室、または Zoomを利用したオンライン研修 

内容：防疫とインフルエンザやノロウィルスへの対応策、感染してしまった場合の社内マニュアル、 

健康診断や予防接種の重要性を学びましょう。特に私たちの仕事は感染が拡大しやすく重篤 

な症状に陥りやすいユーザーも多数いらっしゃいます。この研修で知識を身につけて健康で 

安全な職場環境を作りましょう。 
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★１2 月の研修案内★ 

外部研修：みんなで考えよう！障害者自立支援機器 

「シーズ・ニーズマッチング交流会 2021」 

～作る人と使う人の交流会～ 

日時：【東京会場】2021 年 12月 7 日（火）～8 日（水）9：00～17：00 

【Web開催】2021年 10 月 1 日（金）～2022年 1 月 31 日（月） 

10：00～17：00 

主催：厚生労働省様 公益財団法人テクノエイド協会 様 

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館（2 階展示室） 

サイト：http://www.techno-aids.or.jp/2021koryukai/web/hall/cms/ 

      パンフ：http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/file03/2021pamphlet.pdf 

内容：「自立支援機器を使う側と作る側の交流の場の提供が目的」の交流会です。 

下記 1～2 のいずれか１つの参加・視聴を研修扱いと致します。 

1. 【東京会場】 

-展示されている福祉機器で興味を持ったものを１点選び、研修レポートを作成 

2. 併催セミナープログラム 

http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/file03/2021seminar.pdf 

-上記サイトの特別講演・基調講演・下開発！・特別シンポジウム 

     ワークショップ・その他セミナーから１つを選び、視聴し研修レポートを作成 

 

外部研修：「救命講習」 

喀痰吸引実施事業所必須 

            主催：各団体様 

内容：普通救命講習もしくは普通級講習（指導対外式除除細動器業務従事者）の受講 

     下記サイトをご確認いただき、各自で参加申し込みをしてください。 

     申し込みが完了した方は「〇月〇日〇時から〇時の〇〇研修を申し込みました。」 

     と研修係までお伝えください。研修レポートの用意をいたします。 

東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kyuu-adv/life01-1.htm 

公益財団法人 東京防災救急協会 https://bj.tokyo-bousai.or.jp/ 

横浜防災救命協会 http://www.ydp.or.jp/guidance/kousyu02.html 
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★研修報告★ 

研修名：「蹴る」Zoom 上映 

日時：2021 年 9 月 28 日(火)13：00～15：30 

会場：株式会社 障碍社町田事業所会議室、または Zoomを利用したオンライン研修 

対象：当社全スタッフ 

所感：電動車椅子サッカーは全く知らなかったので、大変興味深く観ることができました。時に相手と 

のぶつかり合いをしながらゴールを目指す面白いスポーツだと思いました。仲間とのつながりや 

未来の自分への挑戦、プライベートな恋愛や健常者と何も変わらないことなど、沢山の視点から 

勉強になりました。様々な困難や制約がある中で、強いメンタルを持って競技に挑む姿は、本物 

のアスリートそのものでした。 

 

★社内 WEB 研修受講の手順★ 

①上記日程から研修可能な日を確認してください。 

②WEB 研修担当へメールにて受講申し込みください。 

申込期日は WEB 研修開催日の 1 週間前とさせていただきます。 

（例：９月１６日(水)開催の研修の締め切りは９月９日(水)です。） 

WEB 研修担当：古林 furubayashi@pa-machida.co.jp 

③WEB 研修担当より Zoom の招待 URL をメールにて送付いたします。 

④当日使用する資料、研修レポートは事前にメールもしくは郵送にて送付いたします。 

⑤当日は資料等ご準備の上、研修開始時間前になりましたら URL をクリックして開始してください。 

（初めて Zoom を使用される場合はインストールが始まりますので、5 分ほど前に URL をクリック  

していただけると遅延することなくスタートできますのでご協力を宜しくお願い申し上げます。） 

ご不明点や接続に関してご質問等がございましたら研修係までご連絡ください。 

 

★WEB 研修受講が難しい方（自宅研修受講の手順）★ 

①環境が整わず Zoom 研修受講が難しいヘルパー・スタッフはメールもしくはお電話で直接研修係へご

連絡下さい。研修係から自宅研修資料と研修レポートを送付いたします。 

（メールで資料等配布を希望される方はメールで研修係まで申し込みをしてください。） 

②自宅で研修を受講していただきます。 

③指定の研修レポート用紙に氏名、研修日、時間、学んだ内容と所感を記載してください。 

④ユーザー宅の勤務記録票と一緒に提出していただきます。 
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★11 月以降の研修スケジュール★ 

 

全体研修 

アサーティブトレーニング 11 月 8 日（月）13：30～16：30 

感染症対策 11 月 17 日（水）13：00～15：00 

アンガーマネジメント 1 月予定 

私たちの介助関係と SCM&SWM(タイトル仮) 3 月予定 

リフレクション研修 日程は決まりご連絡させていただきます。 

 

 外部研修（受講を希望する方は研修係に連絡後に、開催先に直接お申し込みください） 

９周年オンラインシンポジウム 

「生きる場所を自分で決めたい」 
11 月 5 日（金）13：30～16：30 

第 48 回国際福祉機器展 

会場：11 月 10 日（水）～11 月 12 日（金）

10：00～17：00 

（12 日のみ 16：00 閉会） 

Web：10 月 11 日（月）～12 月 10 日(金) 

みんなで考えよう！障害者自立支援機器 

「シーズ・ニーズマッチング交流会 2021」 

～作る人と使う人の交流会～ 

【東京会場】 12 月 7 日（火）～8 日（水） 

9：00～17：00 

【Web 開催】 10 月 1 日（金）～2022 年 

1 月 31 日（月） 

10：00～17：00 

救命講習 日程は各自でご確認ください。 

 

★研修申し込み・お問い合わせ★ 

株式会社障碍社 研修係 

町田本社 担当 瀧澤ロウ   電話 042-850-9141  mail takizawalowe@pa-machida.co.jp  

相模原  担当 江良     電話 042-851-4904 mail era@pa-machida.co.jp 

横浜   担当 古林    電話 045-482-4213 mail furubayashi@pa-machida.co.jp 

八王子  担当 吉沢     電話 042-634-9861 mail yoshizawa@pa-machida.co.jp 

 

興味のある研修や取り入れてほしい研修等ございましたら研修係までご連絡ください。 

また、研修に関してお気づきの点や、ご質問等がある際もご連絡をお願い致します。 

 

どうぞ宜しくお願い致します。 
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