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インストラクターの皆様へ 

福祉レクリエーション・ワーカー の スクーリング を開放します！ 

「スキルアップ研修」 

福島・新潟・大阪 で開催決定！！  

 

今回は、福祉サービスの利用者一人ひとりが、本人らしい楽しさを追求し、生きがいや張り合いの 

ある生活を取り戻すことを可能にする介護レクリエーションについて実技・演習をしながら楽しく学習します。 

この研修は、福祉レクリエーション・ワーカーのスクーリングと共同で開催されます。  

研修を受講すると、福祉レクリエーション・ワーカーのスクーリングの単位として認められます。 

（福祉レクリエーション・ワーカーを受講した時にスクーリングが免除になります）  

※スキルアップ研修Ａ･Ｂ･Ｃは繋がりのある学習内容ですので、すべての研修を受講することをオススメします。 

 

＜こんな方にオススメ！＞  

○ レクスキルをＵＰしたい方  

○ 福祉レクリエーション・ワーカーに 興味 がある方  

○ 福祉レクリエーション・ワーカーを取得したけど、もう一度スキルと知識を 学習 したい方  

 

スキルアップ研修Ａは、 

プランニング力 を身につけます！ 

スキルアップ研修Ａで学習するのは「プランニング」です。 

利用者と施設それぞれの視点から計画を考え、利用者が生きる喜び、生きがいや 

張り合いのある生活を送れるような計画づくりの方法を学習します。 

また、活動実施後の評価や活動を改善する際の視点についての学習もできます。 

 

スキルアップ研修Ｂは、 

関わる力（介入技術）を身につけます！ 

スキルアップ研修Ｂで学習するのは「利用者との関わり方」です。 

利用者との信頼関係の作り方、利用者の想いを引き出し、主人公として輝けるよう 

な接し方、また、利用者同士の関わりをうまく活用し一人ひとりがいきいきと輝け 

るようになる関わり方を学習します。 

 

スキルアップ研修Ｃは、 

現場にあわせた実践力 を身につけます！ 

 

 

 

スキルアップ研修Ｃで学習するのは現場にあわせた「プログラムの企画

法」と「介入方法」です。良い集団の雰囲気の中で一人一人の利用者が

自分らしく輝けるプログラムを企画し徹底的にロールプレイします！ 
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＜参加について＞ 

  ○ 定 員 ： 各会場３０名 

  ○ 参加費 ： 各研修１０，０００円（宿泊費は含まれませんので、各自ご用意ください） 

           ※福祉レク・ワーカー資格をお持ちの方は、６，０００円になります。 

 ※受講については、２日間参加を基本とします。ご都合が悪い場合はご相談ください。 

＜開催会場＞ 

福島・新潟・大阪 の３会場で開催します。  

＜各会場の日程＞ 

会場  開催期間 会場名 最寄り駅 

福島会場 

研修Ａ 9月 10日（土）～11日（日） 
Ａ･Ｏ･Ｚ（アオウゼ） 

〒960-8051 

福島県福島市曽根田町 1-18 

ＭＡＸふくしま 4階 

福島駅東口より徒歩 10分 

福島交通バス「MAXふくし

ま」停留所より徒歩 3分 

研修Ｂ 10月 22日（土）～23日（日） 

研修Ｃ 11月 19日（土）～20日（日） 

新潟会場 

研修Ａ  8月 27日（土）～28日（日） 

新潟テルサ 

 〒950-1141 

  新潟県新潟市中央区鐘木 185-18 

新潟駅南口バスのりば 

1番線より乗車。 

「産業振興センター前」

下車。徒歩 1分 

研修Ｂ 11月 5日（土）～ 6日（日） 

研修Ｃ 12月 3日（土）～ 4日（日） 

大阪会場 

研修Ａ  9月 18日（日）～19日（月） 
貸し会議室 

エビスビルのＡＡホール本館 

 〒541-0047 

  大阪府大阪市中央区淡路町 3-2-9 

大阪市営地下鉄御堂筋線

「淀屋橋駅」徒歩 6分 

「本町駅」徒歩 6分 

研修Ｂ 10月 29日（土）～30日（日） 

研修Ｃ 12月 10日（土）～11日（日） 

 

＜お申込みからスキルアップ研修当日までの流れ＞ 

  ① → ② → ③ → ④ の順でお申込みください。 

  ① スキルアップ研修の参加費をお振込みください  

    ・支払い方法が２つ（郵便振替／銀行振込）あります。振込手数料は各自ご負担ください。 

   〔郵便振替の場合〕 

     口座番号：００１２０－２－７６２８３４  口座名義：公益財団法人 日本レクリエーション協会 

      ※郵便局備え付けの振替用紙をお使いください。 

      ※通信欄に「スキルアップ研修Ａ/Ｂ/Ｃ ○○会場 参加費として」と「公認指導者ＩＤ」 

       「氏名」を明記してください。 

   〔銀行振込の場合〕 

     ※下記のどちらかの口座にお振込みください。 

     ① みずほ銀行 九段支店 普通預金 ２２４８７０６ 公益財団法人 日本レクリエーション協会 

     ② ゆうちょ銀行 ０１９（ゼロイチキュウ）店 当座預金 ０７６２８３４  

公益財団法人 日本レクリエーション協会   
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  ② 申込用紙に必要事項をご記入の上、参加費の受領証や受取書のコピーを貼付し、 

郵送または FAX・E-mailにてお送りください  

     ・メールでの申込希望の場合は、 

件名に「スキルアップ研修Ａ/Ｂ/Ｃ ○○会場申込」と記載し、①氏名 ②性別 

③年齢 ④住所 ⑤TEL ⑥勤務先 ⑦職種 ⑧支払方法 ⑨受講会場 をご記入 

ください。 

     ・右のＱＲコードをご利用ください。携帯から簡単にメールが送れます。 

 

 ③ 受講案内をお送りします  

    ・スキルアップ研修の２～３週間前までに日本レクリエーション協会より受講案内を送付いたします。 

     開催日近くに申込みをされた場合は、直前にお送りする場合があります。 

 

  ④ スキルアップ研修の当日は 10時までに会場にお越しください  

 

 

＜スキルアップ研修 スケジュール＞ 

 

 

研修Ａ 研修Ｂ 研修Ｃ 

１日目 ２日目 １日目 ２日目 １日目 ２日目 

１０：００  

福祉レク支援の 

事例研究 

一人一人の利

用者を支える

プランづくり 

一人一人の強

みを引き出す介

入技術 

利用者のニー

ズあわせたレク

活動のアレンジ 

１回の支援プロ

グラムの企画 

新しい総合事業

（介護予防）で役

立つレク活動づく

り 

１１：３０ 昼食（各自でお取りください） 昼食（各自でお取りください） 昼食（各自でお取りください） 

１２：３０ 

福祉レク支援の 

理論の理解 

 

福祉レクサービ

スの計画づくり 

福祉レク・セミナ

ー（介護専科） 

 

16：30終了予定 

心の力を高める

コミュニケーショ

ン・スキル 

 

集団を活かした

一人の楽しさを

集団をとおして

支えるスキル 

 

 

福祉レク・セミナ

ー（介護専科） 

 

16：30終了予定 

現場と利用者を

想定したロール

プレイ（福祉レ

ク・ワーカー役と

利用者役で） 

 

 

福祉レク・セミナ

ー（介護専科） 

 

16：30終了予定 

１８：００ 今後の学習の

進め方 
 

今後の学習の

進め方 

 今後の学習の

進め方 

 

１８：３０ 事務連絡  事務連絡  事務連絡  

 

それぞれの研修会２日目の午後（13：00～16：30予定）に 『福祉レクリエーション・セミナー（介護専科）』 を開催します！ 

          

                               ★福祉現場ですぐに活用できるレクネタ（歌体操・クラフト・ゲーム等）が 

体験できる大人気のセミナーです！（昨年度は延べ３６６名が参加） 

 

★スキルアップ研修の参加者は、参加費が 2,000円になります！ 

（一般参加費：3,000円） 

 



4 

 

＜キャンセルについて＞ 

   やむを得ずキャンセルされる場合は、必ず日本レクリエーション協会 研修担当までご連絡ください。 

   下記の割合にてキャンセル料をいただきますので、あらかじめご了承ください。 

      ８日前 …… ￥500   ７日～２日前 …… ￥3,000円   前日・当日 …… 全額  

 

  ＜スキルアップ研修に関するお問い合わせ先・お申込み先＞ 

   公益財団法人 日本レクリエーション協会 レクリエーション支援者育成部 スキルアップ研修 担当 

      ＴＥＬ：０３－３２６５－１３６９  ＦＡＸ：０３－３２６５－１２４５ 

       E-mail：jinzai@recreation.or.jp 

 

＜ 切り取らずにＦＡＸしてください ＞ 

日本レクリエーション協会 レクリエーション支援者育成部 宛    ＦＡＸ：０３－３２６５－１２４５ 

スキルアップ研修 申込書 

氏名 

 

性別 

   男 ・ 女 

年齢 

       歳 

連絡先 （ 自宅 ・ 勤務先 ） ※どちらかに ○ をつけてください。 

 〒   － 

 

ＴＥＬ：    －     －         ＦＡＸ：    －     －      

 

    携 帯：    －     －         E-mail：                 

勤務先 職種 

支払い方法  

※希望するお支払方法に ○ をつけてください    （ 郵便振替  ・  銀行振込  ） 

受講会場  ※希望会場に レ点 をつけてください。 ※福祉レク・セミナーにつきましては、Ｐ３をご確認ください。 

また、福祉レク・セミナー（2日目 13：00～16：30）の出欠につきましても、○ をつけてください。 

  □  ８月２７日～ ８月２８日  新潟会場 （研修 A） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □  ９月１０日～ ９月１１日  福島会場 （研修 A） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □  ９月１８日～ ９月１９日  大阪会場 （研修 A） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １０月２２日～１０月２３日  福島会場 （研修 B） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １０月２９日～１０月３０日  大阪会場 （研修 B） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １１月 ５日～１１月 ６日  新潟会場 （研修 B） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １１月１９日～１１月２０日  福島会場 （研修 C） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １２月 ３日～１２月 ４日  新潟会場 （研修 C） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

  □ １２月１０日～１２月１１日  大阪会場 （研修 C） 福祉レク・セミナーへ （ 参加する  ・  参加しない） 

※定員に達した場合は、先着順にて受付させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

※参加費の受領証や受取書のコピーを添付のうえ、ＦＡＸしてください。 

都道
府県

mailto:jinzai@recreation.or.jp

