
社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

（福祉人材無料職業紹介所）
福祉人材・研修センター

〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）
TEL 028 643 5622   FAX 028 623 4963
▶▶▶センターニュースに関するご意見・ご要望がありましたら、

センターまでお知らせください。
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福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

その他 お問い合わせは各実施機関まで

今、福祉人材・研修センターのパンフレットが面白い‼

求人状況報告
受付求人数　308件　（正職員 152件　 非正職員 156件 　）
高齢者福祉分野………307件　　障害者福祉分野…44件
児童・母子福祉分野… 12件　　その他…………… 5件

5/１現在  福祉人材センター有効のもの

※矢印　は2/1の有効求人数との比較を表わしています。

（※重複あり）

当センターでは福祉のお仕事がよりわかるパンフレットを発行しています！
ご希望の方は、ぜひ、当センターにお越しください！

出会える笑顔 みつかるやりがい☆
『身近な「福祉のお仕事」』

中学・高校で出前講座
２７年度も開催中！

福祉のお仕事って？
ちょっとのぞいてみたいあなた向け

身近にある「福祉のお仕事」に気づけ
る１冊。やりがいを求めて、一歩踏み出
してみませんか？

　冊子『ライフワーク』等の資料を利用し、昨年度に引き続き、県内の中学校・高等学校
で福祉・介護のお仕事出前講座を行っています。出前講座では現役の施設職員の方に、
実際の仕事について実技を交えてお話ししていただきます。
　福祉の仕事に対する需要・期待はますます高まっています。ひとりでも多くの若い
世代の方に興味・関心をもっていただき、福祉の担い手になっていただけたらと思い
ます。

楽しく、その人らしく生きるを支える「福祉のお仕事」

『ライフワーク』

将来の仕事を考えている
中学・高校生向け

中学生・高校生の主人公がふとした
きっかけで、福祉施設を訪ねます。そ
こで働く福祉の仕事をする人々を見
て、福祉の仕事のやりがいや、仕事を
することの意味を見出していきます。

就職活動ガイドブック
『福祉職への道』

福祉の資格のことや
詳しく福祉のお仕事を知りたい方向け

ひとことで「福祉のお仕事」と言って
も内容は様々。業務の内容によって必
要な資格も違います。このガイドブッ
クは、そんな資格の取り方を図解して
ご案内しています。また、資格を活か
して活躍している方のインタビューも
掲載しており、具体的な仕事の内容
や、日課などを理解することができま
す。
他の分野から、または定年退職後に福
祉職に就職された方、育児等でブラン

クのある
方などの
経験談も
あります。
これから
新たに福
祉のお仕
事に転職
を考えて
いる方は
必見です。

福祉用具専門相談員指定講習会のお知らせ
福祉用具専門相談員の育成と介護福祉サービスの質の向上をめざ
して指定講習会を行います。

日　程：7/21㊋　7/22㊌　7/23㊍　7/27㊊
　　　　7/28㊋　7/29㊌　7/30㊍
　　　　全７日間（50時間）
時　間：9：00～18：00　（7/21・29は17：00終了）
会　場：とちぎ福祉プラザ２階　第１研修室　
　　　　（宇都宮市若草1-10-6）
受講料：53,000円
申込締切：6/30㊋　定員になり次第、締切り

■土曜日開所のお知らせ
（第３土曜日）
　開所日▶５/16・６/20・７/18
　時　間▶９:00～17:00

■福祉のお仕事出張相談のお知らせ
相談時間　13：00～16：00（受付15：45まで）相談日程

ハローワーク名 相　談　日
鹿 沼
栃 木
佐 野
足 利

第1・3　火曜日
第1・3　火曜日
第1・3　水曜日
第2・4　水曜日

ハローワーク名 相　談　日
真 岡
矢 板
大 田 原
小 山

第1・3　水曜日
第2・4　火曜日
第1・3　月曜日
第2・4　火曜日

ハローワーク名 相　談　日
日 光
黒 磯
那須烏山

第4   　水曜日
第2・4　月曜日
第2   　水曜日

■とちぎノーマライゼーション研究会より
【エクセル初級編】四則演算を含めた基本操作の確認など、より実
践的な操作を習得しますので、 基礎編修了者または関数を用いた四
則演算、表作成ができる方。

日　程：9/1㊋　9/3㊍　9/8㊋　9/10㊍　9/15㊋　全５回
時　間：10：00～12：00
会　場：パルティ　とちぎ男女共同参画センター
受講料：6,000円（教材費別）　
定　員：20名（申込み多数の場合は抽選）
申込締切：8/6㊍
研修環境：windows7/office2010
一時保育：満1歳～就学前のお子さん、お子さん一人につき200円

■パルティよりパソコン講座のお知らせ

27年度　福祉人材・研修センタースタッフ

皆様のお越しを スタッフ一同お待ちしています☆

5月………………………………
14㊍　障害・児童施設新任
18㊊　生保新任②
19㊋　生保新任③
20㊌　高齢施設新任
21㊍　新任保育士①
22㊎　新任保育士②
6月………………………………
  3㊌　指導監督職員①
  5㊎　行政新任
  9㊋　育児相談
16㊋　主任保育士①
17㊌　福祉広報紙①

18㊍　福祉広報紙②
23㊋　障害児保育
30㊋　母子自立支援
7月………………………………
  1㊌　機能訓練①
  8㊌　主任保育士②
  9㊍　機能訓練②
14㊋　指導監督職員②
23㊍　児童虐待
8月………………………………
19㊌　生保行政担当
25㊋　老人生活相談員
26㊌　高齢行政

9月………………………………
  3㊍　カウンセリング①
  4㊎　カウンセリング②
  8㊋　保育士
10㊍　カウンセリング③
16㊌　乳児保育①
30㊌　障害・児童施設新任
10月……………………………
  7㊌　高齢施設新任
  8㊍　乳児保育②
13㊋　査察指導員
14㊌　職場研修①
15㊍　職場研修②

21㊌　高齢施設新任
28㊌　職場研修③
29㊍　職場研修④
11月……………………………
10㊋　障害施設支援員
12㊍　社会福祉施設長
25㊌　保育所長
27㊎　中堅職員①
12月……………………………
  4㊎　看護職員
16㊌　中堅職員②
21㊊　施設職員

■平成27年度  社会福祉専門研修開催日程

〒320-0072　宇都宮市若草３-１-24
℡・℻ 028-627-2940

お申込・お問い合わせ▶ＮＰＯ法人とちぎノーマライゼーション研究会

〒320-0071　宇都宮市野沢町４-１
URL　http://www.parti.jp/
℡ 028-665-7706　℻ ０２８-６６５-７７２２

お申込・お問い合わせ▶パルティ　とちぎ男女共同参画センター

予約
不要

“楽生福”

★ ★ ★

とちぎとちぎ
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福祉職をめざすあなたを応援します
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福祉職に就職を考えている方は…

福祉人材・研修センター窓口では…求職登録で就活をサポートします！ 福祉職に関する様々なご相談は…福祉人材・研修センター窓口へ

『福祉のお仕事就職フェア』で事業所にアタック‼

「福祉のお仕事」に関心のある方、知りたい方は…
まずは体験して雰囲気を知ろう！…福祉・介護職体験学習

福祉の現場について学べます…福祉・介護職スタート講座

ブランクのある方、ぜひご参加を・・・
福祉・介護のお仕事復帰講座＆保育のお仕事復帰講座

県内各地で・・「福祉のお仕事」出張相談

ミニ面談会・・・地区ごとに開催‼ 仕事内容の詳細も確認！

８月20日㈭
９月18日㈮
９月25日㈮
10月２日㈮
10月23日㈮
10月30日㈮

栃木市
真岡市
宇都宮市
矢板市
鹿沼市
足利市

11月13日㈮
11月20日㈮
12月19日㈯
１月22日㈮
１月29日㈮
２月４日㈭
２月20日㈯

小山市
大田原市
宇都宮市
佐野市
那須塩原市
栃木市
宇都宮市

●ミニ面談会　日程（27年度）

　宇都宮で開催する合同面談会。今年度は８月のフェアに加え、２月にもミニフェアを開催予定
です。採用担当者と直接お話しして、現場での実際のお仕事についてより詳しく知ることができ
ます。
　今年も、50か所以上の福祉施設・事業所の参加を予定しています。

　県内各地でミニ面談会を開催します。今年度
後半は土曜日の開催もあり、よりご参加しやす
くなりました。各エリアの事業所が参加し、採用
担当者に直接求人の内容を確認したり、職場の雰
囲気などを確認したりすることができます。
　26年度は13回、延べ事業所数243か所、参加
人数458人、採用数52人。身近な地域での就職
活動にご活用ください。

日時：27年８月１日(土）13：00～16：00
会場：とちぎ福祉プラザ　多目的ホール他

福祉職に就きたい方、興味のある方を対象に福祉施設等で職場体験ができます。ご自身の適性を
見極める機会としてぜひご活用ください。

「福祉」の現場ってどんな感じ？どんな仕事だろう？…
これから福祉職への就職を考えている方のこのような疑問を
ズバリ！解決できる講座です！

■身近な地域でご相談に応じます
県内11か所のハローワークにて、「福祉のお仕事」の相
談を行っています。当センターのキャリア支援専門員が、
福祉のお仕事に就職を希望される方のご相談に応じます。
「福祉の仕事って？」「資格は必要？」「求人状況
は？」などお気軽にご相談ください。
（各地の相談日程は４面をご覧ください。）
■事業所訪問も行っています
キャリア支援専門員は出張相談のほか、担当地区の事業所
を訪問し、求人開拓や詳細情報の把握に努めています。

対 象 者：高校生以上
　　　　　◇資格がなくてもＯＫ
　　　　　◇資格があるけれどブランクがある方等
実施期間：平成27年５月７日㈭～平成28年３月11日㈮
体験内容：利用者との交流
　　　　　◇利用者の日常生活の介護・介助補助等
　　　　　◇生活訓練・作業活動への支援の体験等
　　　　　◇業務補助（配膳・清掃・洗濯等）

体験日数：①平日１日コース
　　　　　②週末１日コース
　　　　　③２～３日コース
参 加 費：無料
　　　◇ただし、次のものは参加者負担
　　　　交通費・昼食代・健康診断（必要な場合）

の費用

福祉人材・研修センターを活用しよう‼

就職支援セミナーも同日開催
日　時：27年８月１日㈯　９：３0～12：00
会　場：とちぎ福祉プラザ　第２研修室
参加費：無料

内　容◆福祉職の魅力や働く意義
　　　◆私はこうして福祉職に就職しました

福祉・介護のお仕事復帰講座
日　時： ９／17㈭　10／22㈭
　　　　11／21㈯
会　場：とちぎ福祉プラザ
参加費：無料

保育のお仕事復帰講座
日　時：10月・11月　予定
会　場：とちぎ福祉プラザ
参加費：無料
※託児あり

日　時：第１回　高齢分野　　６月20日㈯　午後
　　　　第２回　障害分野　　７月18日㈯　午後
　　　　第３回　高齢分野　　８月26日㈬　夕方
会　場：とちぎ福祉プラザ　３階　社協会議室
参加費：無料

介護や保育の資格を持ちながら福祉・介護分野、児童分野に就業してい
ない方を対象に、知識や技術を再確認するための講座を行います。
この講座をきっかけに福祉・介護や児童分野への職場復帰をめざしてみ
ませんか。

27年度キャリア支援専門員　右から（担当区域）
青木　康夫：（栃木・小山・真岡）
金田　朋子：（黒磯・大田原・那須烏山・日光）
倉田　昭代：（鹿沼・矢板・足利・佐野）

　ご希望の職種・雇用形態・賃金・勤務地
などをお名前・年齢・所有資格などと共に
登録いただきます。
　登録期間は３か月。更新１回で６か月ま
で有効となります。

求 職
登 録

各 種
相 談

求職登録のメリット

＊条件にあう新規求人情報をお手元に
郵送

＊採用試験の日程調整
＊トライアル研修への参加

求人に関する相談 求人票の内容に関する問い合わせ、見学日程の調整などを行います。

資格の取り方に関する相談 福祉に関する資格の取り方や養成実施機関などの情報を提供いたします。

その他 福祉のお仕事はどんな内容なのか知りたい方や職場体験などのご相談に応じます。

栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センターで
まず福祉のお仕事の第１歩を

たいへんなことも

多かったけど、

だからこそ得られる、

やりがいと

喜びがあった・・・

あの日のありがとうは、

今も心に響いている。

そんなお仕事をもう一度。

現場の

施設職員さんに

直接、話を

聞いてみましょう！
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福祉職に就職を考えている方は…

福祉人材・研修センター窓口では…求職登録で就活をサポートします！ 福祉職に関する様々なご相談は…福祉人材・研修センター窓口へ

『福祉のお仕事就職フェア』で事業所にアタック‼

「福祉のお仕事」に関心のある方、知りたい方は…
まずは体験して雰囲気を知ろう！…福祉・介護職体験学習

福祉の現場について学べます…福祉・介護職スタート講座

ブランクのある方、ぜひご参加を・・・
福祉・介護のお仕事復帰講座＆保育のお仕事復帰講座

県内各地で・・「福祉のお仕事」出張相談

ミニ面談会・・・地区ごとに開催‼ 仕事内容の詳細も確認！

８月20日㈭
９月18日㈮
９月25日㈮
10月２日㈮
10月23日㈮
10月30日㈮

栃木市
真岡市
宇都宮市
矢板市
鹿沼市
足利市

11月13日㈮
11月20日㈮
12月19日㈯
１月22日㈮
１月29日㈮
２月４日㈭
２月20日㈯

小山市
大田原市
宇都宮市
佐野市
那須塩原市
栃木市
宇都宮市

●ミニ面談会　日程（27年度）

　宇都宮で開催する合同面談会。今年度は８月のフェアに加え、２月にもミニフェアを開催予定
です。採用担当者と直接お話しして、現場での実際のお仕事についてより詳しく知ることができ
ます。
　今年も、50か所以上の福祉施設・事業所の参加を予定しています。

　県内各地でミニ面談会を開催します。今年度
後半は土曜日の開催もあり、よりご参加しやす
くなりました。各エリアの事業所が参加し、採用
担当者に直接求人の内容を確認したり、職場の雰
囲気などを確認したりすることができます。
　26年度は13回、延べ事業所数243か所、参加
人数458人、採用数52人。身近な地域での就職
活動にご活用ください。

日時：27年８月１日(土）13：00～16：00
会場：とちぎ福祉プラザ　多目的ホール他

福祉職に就きたい方、興味のある方を対象に福祉施設等で職場体験ができます。ご自身の適性を
見極める機会としてぜひご活用ください。

「福祉」の現場ってどんな感じ？どんな仕事だろう？…
これから福祉職への就職を考えている方のこのような疑問を
ズバリ！解決できる講座です！

■身近な地域でご相談に応じます
県内11か所のハローワークにて、「福祉のお仕事」の相
談を行っています。当センターのキャリア支援専門員が、
福祉のお仕事に就職を希望される方のご相談に応じます。
「福祉の仕事って？」「資格は必要？」「求人状況
は？」などお気軽にご相談ください。
（各地の相談日程は４面をご覧ください。）
■事業所訪問も行っています
キャリア支援専門員は出張相談のほか、担当地区の事業所
を訪問し、求人開拓や詳細情報の把握に努めています。

対 象 者：高校生以上
　　　　　◇資格がなくてもＯＫ
　　　　　◇資格があるけれどブランクがある方等
実施期間：平成27年５月７日㈭～平成28年３月11日㈮
体験内容：利用者との交流
　　　　　◇利用者の日常生活の介護・介助補助等
　　　　　◇生活訓練・作業活動への支援の体験等
　　　　　◇業務補助（配膳・清掃・洗濯等）

体験日数：①平日１日コース
　　　　　②週末１日コース
　　　　　③２～３日コース
参 加 費：無料
　　　◇ただし、次のものは参加者負担
　　　　交通費・昼食代・健康診断（必要な場合）

の費用

福祉人材・研修センターを活用しよう‼

就職支援セミナーも同日開催
日　時：27年８月１日㈯　９：３0～12：00
会　場：とちぎ福祉プラザ　第２研修室
参加費：無料

内　容◆福祉職の魅力や働く意義
　　　◆私はこうして福祉職に就職しました

福祉・介護のお仕事復帰講座
日　時： ９／17㈭　10／22㈭
　　　　11／21㈯
会　場：とちぎ福祉プラザ
参加費：無料

保育のお仕事復帰講座
日　時：10月・11月　予定
会　場：とちぎ福祉プラザ
参加費：無料
※託児あり

日　時：第１回　高齢分野　　６月20日㈯　午後
　　　　第２回　障害分野　　７月18日㈯　午後
　　　　第３回　高齢分野　　８月26日㈬　夕方
会　場：とちぎ福祉プラザ　３階　社協会議室
参加費：無料

介護や保育の資格を持ちながら福祉・介護分野、児童分野に就業してい
ない方を対象に、知識や技術を再確認するための講座を行います。
この講座をきっかけに福祉・介護や児童分野への職場復帰をめざしてみ
ませんか。

27年度キャリア支援専門員　右から（担当区域）
青木　康夫：（栃木・小山・真岡）
金田　朋子：（黒磯・大田原・那須烏山・日光）
倉田　昭代：（鹿沼・矢板・足利・佐野）

　ご希望の職種・雇用形態・賃金・勤務地
などをお名前・年齢・所有資格などと共に
登録いただきます。
　登録期間は３か月。更新１回で６か月ま
で有効となります。

求 職
登 録

各 種
相 談

求職登録のメリット

＊条件にあう新規求人情報をお手元に
郵送

＊採用試験の日程調整
＊トライアル研修への参加

求人に関する相談 求人票の内容に関する問い合わせ、見学日程の調整などを行います。

資格の取り方に関する相談 福祉に関する資格の取り方や養成実施機関などの情報を提供いたします。

その他 福祉のお仕事はどんな内容なのか知りたい方や職場体験などのご相談に応じます。

栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センターで
まず福祉のお仕事の第１歩を

たいへんなことも

多かったけど、

だからこそ得られる、

やりがいと

喜びがあった・・・

あの日のありがとうは、

今も心に響いている。

そんなお仕事をもう一度。

現場の

施設職員さんに

直接、話を

聞いてみましょう！



社会福祉法人
栃木県社会福祉協議会

（福祉人材無料職業紹介所）
福祉人材・研修センター

〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6（とちぎ福祉プラザ3階）
TEL 028 643 5622   FAX 028 623 4963
▶▶▶センターニュースに関するご意見・ご要望がありましたら、

センターまでお知らせください。

本 誌 に 関 す る お 問 い 合 せ 先 福祉人材・研修センター アクセス
●

●

日
光
街
道

至
大
谷

至栃木市

至JR宇都宮駅
　東武宇都宮駅作新

学院

足利銀行
本店

案内板 宇都宮環状線 （宇都宮インター）

案内板

宇都宮
中央女子高

●

● ●案内板 案内板

案内板警察学校

国立病院機構栃木医療センター
（旧国立栃木病院）

とちぎ福祉プラザ３階

福祉人材・研修センター お問い合わせは当センターまで

その他 お問い合わせは各実施機関まで

今、福祉人材・研修センターのパンフレットが面白い‼

求人状況報告
受付求人数　308件　（正職員 152件　 非正職員 156件 　）
高齢者福祉分野………307件　　障害者福祉分野…44件
児童・母子福祉分野… 12件　　その他…………… 5件

5/１現在  福祉人材センター有効のもの

※矢印　は2/1の有効求人数との比較を表わしています。

（※重複あり）

当センターでは福祉のお仕事がよりわかるパンフレットを発行しています！
ご希望の方は、ぜひ、当センターにお越しください！

出会える笑顔 みつかるやりがい☆
『身近な「福祉のお仕事」』

中学・高校で出前講座
２７年度も開催中！

福祉のお仕事って？
ちょっとのぞいてみたいあなた向け

身近にある「福祉のお仕事」に気づけ
る１冊。やりがいを求めて、一歩踏み出
してみませんか？

　冊子『ライフワーク』等の資料を利用し、昨年度に引き続き、県内の中学校・高等学校
で福祉・介護のお仕事出前講座を行っています。出前講座では現役の施設職員の方に、
実際の仕事について実技を交えてお話ししていただきます。
　福祉の仕事に対する需要・期待はますます高まっています。ひとりでも多くの若い
世代の方に興味・関心をもっていただき、福祉の担い手になっていただけたらと思い
ます。

楽しく、その人らしく生きるを支える「福祉のお仕事」

『ライフワーク』

将来の仕事を考えている
中学・高校生向け

中学生・高校生の主人公がふとした
きっかけで、福祉施設を訪ねます。そ
こで働く福祉の仕事をする人々を見
て、福祉の仕事のやりがいや、仕事を
することの意味を見出していきます。

就職活動ガイドブック
『福祉職への道』

福祉の資格のことや
詳しく福祉のお仕事を知りたい方向け

ひとことで「福祉のお仕事」と言って
も内容は様々。業務の内容によって必
要な資格も違います。このガイドブッ
クは、そんな資格の取り方を図解して
ご案内しています。また、資格を活か
して活躍している方のインタビューも
掲載しており、具体的な仕事の内容
や、日課などを理解することができま
す。
他の分野から、または定年退職後に福
祉職に就職された方、育児等でブラン

クのある
方などの
経験談も
あります。
これから
新たに福
祉のお仕
事に転職
を考えて
いる方は
必見です。

福祉用具専門相談員指定講習会のお知らせ
福祉用具専門相談員の育成と介護福祉サービスの質の向上をめざ
して指定講習会を行います。

日　程：7/21㊋　7/22㊌　7/23㊍　7/27㊊
　　　　7/28㊋　7/29㊌　7/30㊍
　　　　全７日間（50時間）
時　間：9：00～18：00　（7/21・29は17：00終了）
会　場：とちぎ福祉プラザ２階　第１研修室　
　　　　（宇都宮市若草1-10-6）
受講料：53,000円
申込締切：6/30㊋　定員になり次第、締切り

■土曜日開所のお知らせ
（第３土曜日）
　開所日▶５/16・６/20・７/18
　時　間▶９:00～17:00

■福祉のお仕事出張相談のお知らせ
相談時間　13：00～16：00（受付15：45まで）相談日程

ハローワーク名 相　談　日
鹿 沼
栃 木
佐 野
足 利

第1・3　火曜日
第1・3　火曜日
第1・3　水曜日
第2・4　水曜日

ハローワーク名 相　談　日
真 岡
矢 板
大 田 原
小 山

第1・3　水曜日
第2・4　火曜日
第1・3　月曜日
第2・4　火曜日

ハローワーク名 相　談　日
日 光
黒 磯
那須烏山

第4   　水曜日
第2・4　月曜日
第2   　水曜日

■とちぎノーマライゼーション研究会より
【エクセル初級編】四則演算を含めた基本操作の確認など、より実
践的な操作を習得しますので、 基礎編修了者または関数を用いた四
則演算、表作成ができる方。

日　程：9/1㊋　9/3㊍　9/8㊋　9/10㊍　9/15㊋　全５回
時　間：10：00～12：00
会　場：パルティ　とちぎ男女共同参画センター
受講料：6,000円（教材費別）　
定　員：20名（申込み多数の場合は抽選）
申込締切：8/6㊍
研修環境：windows7/office2010
一時保育：満1歳～就学前のお子さん、お子さん一人につき200円

■パルティよりパソコン講座のお知らせ

27年度　福祉人材・研修センタースタッフ

皆様のお越しを スタッフ一同お待ちしています☆

5月………………………………
14㊍　障害・児童施設新任
18㊊　生保新任②
19㊋　生保新任③
20㊌　高齢施設新任
21㊍　新任保育士①
22㊎　新任保育士②
6月………………………………
  3㊌　指導監督職員①
  5㊎　行政新任
  9㊋　育児相談
16㊋　主任保育士①
17㊌　福祉広報紙①

18㊍　福祉広報紙②
23㊋　障害児保育
30㊋　母子自立支援
7月………………………………
  1㊌　機能訓練①
  8㊌　主任保育士②
  9㊍　機能訓練②
14㊋　指導監督職員②
23㊍　児童虐待
8月………………………………
19㊌　生保行政担当
25㊋　老人生活相談員
26㊌　高齢行政

9月………………………………
  3㊍　カウンセリング①
  4㊎　カウンセリング②
  8㊋　保育士
10㊍　カウンセリング③
16㊌　乳児保育①
30㊌　障害・児童施設新任
10月……………………………
  7㊌　高齢施設新任
  8㊍　乳児保育②
13㊋　査察指導員
14㊌　職場研修①
15㊍　職場研修②

21㊌　高齢施設新任
28㊌　職場研修③
29㊍　職場研修④
11月……………………………
10㊋　障害施設支援員
12㊍　社会福祉施設長
25㊌　保育所長
27㊎　中堅職員①
12月……………………………
  4㊎　看護職員
16㊌　中堅職員②
21㊊　施設職員

■平成27年度  社会福祉専門研修開催日程

〒320-0072　宇都宮市若草３-１-24
℡・℻ 028-627-2940

お申込・お問い合わせ▶ＮＰＯ法人とちぎノーマライゼーション研究会

〒320-0071　宇都宮市野沢町４-１
URL　http://www.parti.jp/
℡ 028-665-7706　℻ ０２８-６６５-７７２２

お申込・お問い合わせ▶パルティ　とちぎ男女共同参画センター

予約
不要

“楽生福”

★ ★ ★

とちぎとちぎ
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