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２１・老福連 

関東ブロック 

中堅職員研修 

 
 
 
 

募集要項 
２０１７（平成２９）年１月２６日（木） 

２０１７（平成２９）年１月２７日（金） 
 

主催：２１世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会（略称『２１・老福連』） 

   関東ブロック中堅職員研修実行委員会 
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中中堅堅職職員員研研修修へへのの参参加加のの呼呼びびかかけけ  

 

21・老福連関東ブロックでは、近い将来に施設の中核となるべく期待を背負う「中堅

職員」に焦点を当てた研修を 2011 年（平成 23 年）より実施してきました。「魅（み）つめ

よう私たちの選んだ仕事―今こそ思い出そうあの頃の熱い思い―」を第 1 回からのテ

ーマに掲げて、21・老福連関東ブロック加盟施設の職員たちによる完全な手作りで企

画運営し、今年で 5 回目を開催することになりました。 

 昨今の介護報酬改定に伴う厳しい経営や人材不足の中で、日々業務に追われてし

まう職員。特に次世代を担う中堅職員という立場は、様々な人たちと関わり、まさに施

設の中心としての活躍が求められています。 

 そんな中堅職員の皆さまにはこの研修を通して、今こそ入職したあの頃の熱い思い

に戻り、そして私たちの選んだ福祉は魅力ある仕事だと改めて感じていただける、そ

して明日への活力となるように企画を進めています。 

 今回の中堅研修はサブタイトルにもある「今こそ思い出そうあの頃の熱い思い―」を

自分史という形で思い出します。更に、相手はもちろん自分も大切にする表現技法の

ひとつ「アサーション」を学びます。そして、次世代の施設を担うべく若者達の「今」を

知ることのできる講演も予定しています。 

会場と宿泊には、埼玉県のほぼ真ん中に位置し、鉄道は都心池袋駅又は大宮駅

から JR を経て、東武東上線・武蔵嵐山駅が最寄り駅。自動車は関越自動車道・東松

山IC又は嵐山小川ICより国道254号線沿いにある「国立女性教育会館」となります。

日常から解放されたこの地域で、心も体もリフレッシュできる場所となっています。 

 貴施設におかれましても、何かとご苦労が多いかと思いますが、是非ともこの 21・老

福連関東ブロック中堅職員研修に積極的に送り出して頂けるよう、ご理解とご協力の

程をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

21 世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会 

（略称：21・老福連） 

関東ブロック中堅職員研修実行委員会 

実行委員長  阿 部 孝 志 

（社会福祉法人竹友会・やわら木苑） 
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※ご注意  

上記参加費には、研修費・１日目交流会費・宿泊費、２日目昼食費が含まれます。 

 

※交流会について 

交流会では広く親睦を深めてもらい、楽しいひとときを過ごしてもらえるよう準備をして

います。そこで… 

◇参加施設ごとに地元の名産品(地酒や地ワイン)を持参していただければ幸いです。

(無理のない範囲で結構です)◇ 

 
  
  
  
  

日時 ２０１７（平成２９）年１月２６日（木）
１３：００～１７：３０

【交流会１８：００～２０：００】

２０１７（平成２９）年１月２７日（金）
９：００～１７：３０

会場 国立女性教育会館（ヌエック）
（開催要項でご確認ください）

募集人員 ３０名 定員

参加費 １５,０００円
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宿宿泊泊・・研研修修施施設設ののごご案案内内  

■国立女性会館（ヌエック） 

  〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７２８ 

   ０４９３－６２－６６６１ 
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アアククセセスス  

■電車ご利用の場合■ 

・東武東上線 武蔵嵐山駅下車 徒歩１５分 

  武蔵嵐山駅には １．池袋駅から東上線下り急行約６０分 

              ２．小川町駅から東武東上線上り７分 

 

・バスは、武蔵嵐山駅（西口ロータリー）から路線バス（せせらぎバスセンター行き） 

イーグルバスを利用し、バス乗車約４分、バス停から徒歩約３分。 

 

■車ご利用の場合■ 

・関越自動車道練馬Ｉ.Ｃ.からの場合、東松山Ｉ.Ｃ.（所要時間約３５分）で降り、 

国道２５４号線を西に１５分、 

新潟方面からは嵐山小川Ｉ.Ｃ.で降り、国道２５４号線を東に１５分。 

 

 ★お車で参加される方は、会館の駐車場が利用可能です★ 
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■■東東京京駅駅かかららののごご案案内内  

東京駅(山手線) 

 ↓ 

池袋駅(東武東上線) 

 ↓ 

武蔵嵐山駅 
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宿泊に関してのご案内とお願い 

◎今回の研修は宿泊も含めた内容となります。宿泊場所は国立女性教育会館施設内の

宿泊棟（Ａ棟）となります。 

 

◎お部屋について 

○洋室（シングル：ユニットバス・洋式トイレ付） 

チェックイン15：00～ 

チェックアウト翌日10：00 

※全室インターネット利用可能です。（有線ＬＡＮ）ＰＣはお持ちください。 

○備品 

シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ハンドソープ、バスタオル、フェイスタオル、

歯ブラシのご用意はあります。 

※ドライヤー、寝間着はお部屋にはございませんがフロントにて無料レンタルできます。

但し、数に限りがございますのでご注意ください。 

◎宿泊棟設備について（詳細は施設案内図をご参照ください） 

フロント・・・正面玄関右手にございます。6：00～22：00 

売店・・・・・正面玄関右手にございます。8：30～21：00 

コピー機・・・有料。ロビービジネスセンターにございます。 

6：00～22：00（利用状況により変動あり） 

パン・アイス自販機・宿泊棟1階ラウンジにございます。 

アルコール自販機24時間OPEN 

レストラン「らん」朝食7：00～8：30 

昼食11：30～13：30 

夕食18：00～20：00 

共同浴室・・・大浴場・小浴場17：30～22：30 

ご利用時のお願い 

・喫煙、飲酒は所定の場所でお願い致します。 

※飲酒・ラウンジ※喫煙所本館1F掲示板前・研修等1Fラウンジ前野外 

・飲食物の持ち込みは食中毒防止のため原則ご遠慮いただきます。 

・スリッパ、浴衣等で食堂、ラウンジご利用はご遠慮ください。ラウンジ、ロビーは共有ス

ペースとなっておりますので譲り合ってご利用ください。 

・国立女性教育会館は安全に配慮いたしまして防犯上 22：00 でゲート及びすべての玄関

を施錠いたします。施錠後の外出におきましては、実行委員にお声をかけていただいた

上、フロントにお申し出下さい。 
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宿泊について実行委員より 

 

●チェックイン・チェックアウトは実行委員で行います。 

●部屋割りは当日お知らせします。 

 

問問いい合合わわせせ先先  

関東ブロック中堅職員研修実行委員会事務局 

社会福祉法人 竹友会 特別養護老人ホーム やわら木苑 

TEL：０４７（３８６）０２１３  FAX：０４７（３８９）７２０１ 

Ｍａｉｌ：ｔ．ａｂｅ＠ｙａｗａｒａｇｉｅｎ．ｏｒ．ｊｐ 

担当：阿部 

  

申込方法 最終ページの参加申込用紙に必要事項を記入の上、

FAX番号０４７（３８９）７２０１へお申し込み下さい。

〔社会福祉法人 竹友会 やわら木苑〕

振込方法 参加費は下記口座にお振込みください。

◎領収書は研修当日の受付にて参加券と一緒にお渡しします。

◆振込口座名◆

銀行名：千葉銀行 『八柱支店(やばしらしてん)』

普通預金 口座番号：3667770

名義：２１・老福連関東ブロック 代表 伊藤裕之

※ご注意

ご不明な点がございましたら、この頁の事務局までご連絡ください。

入金は年内までにお願いします。
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事事前前課課題題ににつついいてて  

  

 
  

１．テーマ 【自分史を作成する事で振り返り、他人に学び、

これからに活かす】

• 参加者の皆様には『自分グラフ』と『エピソードシート』の２つを作成し持参してい

ただきます。

• 自分史を作成することで「今」の自分の置かれている立場、環境、経緯を認識し

客観的に自分を振り返ることができます。

• また、情熱・充実度グラフからは、仕事への情熱や日常生活の充実度を認識し

グラフが上昇したきっかけ、下降してしまった理由を振り返ることができます。

• 携わる機会が多い後輩育成や、自分の情熱や充実の維持に活かしていく方法

を知ることができます。

２．作成のポイントと注意点

• 詳細については、２１・老福連ホームページで見本を確認できます。

• 当日の発表は１５分程度です。(発表は各自要約してお願いします)

• 使用する写真や画像については、個人が特定できるもの、著作権等が発生必

要になるものの使用には十分ご注意ください。
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ププロロググララムム  

１日目 ２０１７年１月２６日（木）  

１２：３０～ 受付開始 

１３：００～１３：１０ 開会挨拶(阿部実行委員長) 

１３：１０～１４：１０ 基調講演 

講師 西岡 修氏(２１・老福連代表幹事) 

 

１４：１０～１４：３０ アイスブレイク 

１４：４０～１５：００ 休憩 

１５：００～１６：００ 基調講演 

講師 宮崎 牧子氏(大正大学 教授) 

 

１６：００～１７：３０ 初日まとめ＆自分史 

１８：００～２０：００ 交流会  
 

 

２日目 ２０１７年１月２７日（金）  

９：００～ ９：１０ 開会挨拶(長坂委員) 

９：１０～１０：４０ 自分史 

１０：３０～１２：００ 研修「アサーション」 

講師 富澤 優江氏(ＮＰＯ法人 東京ＹＷＣＡ 

ヒューマンサービスサポートセンター) 

１２：００～１３：２０ 昼食休憩 

１３：３０～１６：００ アサーション研修 続き 

１６：００～１６：３０ アサーション＆自分史まとめ 

１６：３０～１６：４０ 総括(阿部実行委員長) 

～１７：３０ 研修終了 お疲れさまでした 
 

※プログラムは現時点のものです(平成 28 年 11 月)。変更する場合があります

ので、開催要項にてご確認ください。 
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２１・老福連 関東ブロック中堅職員研修 

■参加申込用紙■ 

ＦＡＸ番号 ０４７（３８９）７２０１ 
申込締め切り１２月３１日（土）まで 

 

申込みの方がご記入ください  

法人・施設名  

担当者氏名  

住所  

ＴＥＬ   （   ） ＦＡＸ   （   ） 

メ－ルアドレス             ＠ 

 

参加者についてご記入ください   

（＊駐車場把握のため） 
 

（＊駐車場把握のため） 
 

（＊駐車場把握のため） 

ふりがな  

参加者氏名 
               ・実行委員   ・男   ・女 

事業所名 
 職種  

 経験年数  

交通手段 ・電車    ・車 

ふりがな  

参加者氏名 
               ・実行委員   ・男   ・女 

事業所名 
 職種  

 経験年数  

交通手段 ・電車    ・車 

ふりがな  

参加者氏名 
               ・実行委員   ・男   ・女 

事業所名 
 職種  

 経験年数  

交通手段 ・電車    ・車 


