
生活支援員養成講座
＆

介護助手お仕事見学ツアー

あなたの得意を生かしてみませんか？

同時開催

介護に携わりたい思いの一歩先へ



【参加申込・問い合わせ先】

生活支援員養成講座

三原市高齢者福祉課 地域福祉係
〒723-8601 三原市港町三丁目5-1
TEL 0848-67-6055 FAX 0848-64-2130

【参加申込・問い合わせ先】

介護助手お仕事見学ツアー

三原市福祉・介護人材確保等総合支援協議会
【事務局】
（社福）三原市社会福祉協議会 総務課
〒723-0014 三原市城町一丁目2-1
三原市総合保健福祉センター４階
TEL 0848-63-0570 FAX 0848-63-0599

＊個人情報の保護について＊
参加申込書に記載されている個人情報は，運営管理の目的のみに使用します。

ふりがな

性別 男性・女性
名前

生年月日 昭和・平成 年 月 日（ 歳）

住所
〒 －

連絡先 携帯： 自宅：

在職状況 無 職 ・ 在 職 中

福祉･介護職の
経験の有無

あ り ・ な し

希望コース
(〇をつけてください)

※両方受講希望の方は，

生活支援員養成講座に

〇をつけてください。

・
申込先

生活支援員養成講座

↓ ↓ ↓

【送信先】

三原市高齢者福祉課

地域福祉係 行

ＦＡＸ：０８４８－６４－２１３０

介護助手お仕事見学ツアー

↓ ↓ ↓

【送信先】

三原市福祉・介護人材確保等総合支援

協議会

(事務局)

三原市社会福祉協議会 総務課行

ＦＡＸ：０８４８－６３－０５９９

申し込み理由

（いくつでも）

□生活支援員に興味がある
□生活支援員として働いてみたい
□生活支援員のカリキュラムに興味がある
□介護助手に興味がある

□介護助手として働いてみたい



コース名 生活支援員養成講座 介護助手お仕事見学ツアー

内容

要支援1・2または事業対象者の
自宅を訪問し，掃除・洗濯，調
理や買い物などの生活援助に従
事する生活支援員を養成します。
(緩和基準型訪問支援サービスに
従事します。）
※身体的介護業務は行いません。

事業所と雇用契約を結び，居室の
清掃や食事の配膳・下膳，ベッド
メーキングなど，福祉・介護の周
辺業務を行う，介護助手として働
きたい方が実際に施設を見学でき
ます。
※身体的介護業務は行いません。

日程と
カリキュラム

※三原市生活支援員養
成講座3日目と介護助
手お仕事見学ツアーは，
合同で開催します。

３日間

時間は全て9:30～15:30
1日目：2月13日(月) 講義
2日目：2月20日(月) 講義
3日目：2月28日(火)

講義と施設見学

2月28日(火) 9:30～15:30
講義と施設見学

場所 サン・シープラザ ４階第一研修室 ほか

受講料

無料
（ただし，3日目のみ昼食代
として400円をご負担いただ
きます）

無料
（ただし，昼食代として400
円をご負担いただきます）

対象
介護に関わる資格をお持ち
でない方で全日程受講でき
る方

18歳以上の方で関心のある
方
（中高年齢者，子育て中の方，
大学生，専門学生など）

定員 15名（要申込・先着順）

その他

・申込者が一定に満たない場合は，開催を見送ることがあ
ります。
・感染症の流行状況によっては，内容の変更や開催を見送
ることがあります。
【施設見学(2月28日)について】
・見学施設へは，主催者が用意した車両での移動となりま
す。
・昼食は，見学施設内でとる予定です。

申込方法
①電話②FAX(左側の参加申込書にご記入ください)

③申込専用フォーム(右側のQRｺｰﾄﾞ)

申込締切 令和５年２月９日（木） 令和５年２月１７日（金）

申込先・
お問い合わせ

三原市高齢者福祉課地域福祉係

電話 0848-67-6055

三原市社会福祉協議会総務課

電話 0848-63-0570



〔主催・お申込み・お問合せ先〕
(社福)三原市社会福祉協議会 担当：小畑(コバタケ)
TEL 0848-63-0570 Fax 0848-63-0599

スケジュール（予定）
9:30 サン・シープラザ 集合,出発

10:00  見学先１「グループホーム宮浦」
移動

11:00 説明会 「介護助手の仕事について」
12:00 昼食休憩
13:00 見学先２「本郷ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ翼」

移動
14:30 まとめ・個別相談
15:30 解散
※見学施設へは,主催者が用意した車両で移動します。
※昼食は見学先(本郷デイサービスセンター翼)でとります。

グループホーム宮浦
所在地：三原市宮浦6丁目22－6 TEL 0848-67-4645

9:00～
・職員からの申し送り
・サブ業務の内容確認
・ゴミ捨て
・献立確認
・調理器具等準備 等

9:40～11:45
・調理開始
・盛り付け
・調理器具片付け

11:45～12:00
・サブ業務
〔例〕玄関，中庭清掃 等

本郷デイサービスセンター翼
所在地：三原市南方2丁目20-20 TEL 0848-86-1444

9:00～
・来所前準備

9:30～
・趣味活動支援
・入浴後の髪整容 等

10:30～
・入浴後の髪整容
・水分補給

11:30～12:30
・ﾎｰﾙで行う昼食準備，片付け出

勤

13:30～
・レク準備，見守り

14:30～
・入浴後の髪整容
・おやつの準備，配膳
片付け

15:30～16:30
・帰宅準備
・掃除，片付け

退
勤

調理業務メインの半日業務を担うパート職員募集！
ﾊﾟｰﾄ職【業務時間】9:00～12:00【勤務日数】週3日程度

介護助手の業務を担う正規職員又はパート職員募集！
正職員【業務時間】8:30～17:30【勤務日数】週5日
ﾊﾟｰﾄ職【業務時間】9:00～16:30【勤務日数】週3～5日

※働く時間帯の相談可

介護助手とは，介護をする
仕事ではありません。

施設内の清掃や調理，配膳等の業務を

業務表をもとに行っていただきます。

空いている時間に働きたい方必見！福祉施設で働きませんか？

調理は家庭で作る程度の簡単調理
で，毎日の献立は決まっています。
野菜等の食材は，主にカットされ
た物を使用するなど，調理が苦手
な方でも安心です。

仕事に慣れるまでは，
担当スタッフがサポート
します。
安心してお越しください。

出
勤

退
勤

職員からのメッセージ

見学先１

見学先２

2023年

職員からのメッセージ

職員同士和気あいあいと
楽しくやっています！
一緒にお仕事をしてみま
せんか？

仕事中の様子

仕事中の様子

(例)
タオルたたみ，
お茶の準備や提供 等

12:30～13:30

昼食休憩(60分)

(例)
お茶の準備や提供，
机拭き，昼食の配膳 等

学生・主婦（夫）の方 大歓迎!

申込専用
フォーム

⇩
参加費：無料(ただし,昼食代として400円必要)

申込締切：2月17日(金)※定員15名,要申込･先着順

申込方法：①電話 ②Fax(中面の申込書にご記入ください)

③申込専用フォーム

～お仕事に慣れるまで，手厚いサポート体制で，安心して働ける環境です！～

(火)9時半～15時半
ｻﾝ･ｼｰﾌﾟﾗｻﾞ(4階 第一研修室) 集合
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