浦安市市民活動補助金助成事業

WANPUG

安 心 をつくるのは市 民 の力

市民後見人養成基礎講座(浦安)
主催：NPO 法人 市民後見センターちば／市民後見センターちば・浦安
後援：浦安市／浦安市教育委員会/浦安市社会福祉協議会（申請中）/ＮＰＯ法人ら・し・さ
東京大学政策ビジョンセンター市民後見実証プロジェクト（申請中）
協力：生活協同組合パルシステム千葉／セカンドリーグ千葉
市民後見センターちば・市川／市民後見センターちば・館山／市民後見センターちば・船橋

高齢者も障害者も安心して暮らしていくために

あなたのチカラが求められています !!
◆開 催 日：平成 24 年 11 月 4 日(日)、17 日(土)、24 日(土)、12 月 8 日(土)
◆受 講 料：4,000 円（全講座・４日間）※5,000 円の処、浦安市市民活動補助金の助成による。
◆定

員：100 名

◆締 切 日：11 月２日（金）定員になり次第締切
◆会
場：浦安市猫実 1−1−2 浦安市文化会館大会議室
〉〉バスご利用の場合
浦 安駅：東京ベイシティ交通⑥舞浜駅行「市役所前」下車
浦安市コミュニティバス「おさんぽバス・医療セン
ター線」で「市役所・文化会館」下車
新浦安駅：東京ベイシティ交通⑦東京ベイ医療センター行
「市役所前」下車
浦安市コミュニティバス「おさんぽバス・医療セン
ター線」で
「市役所・文化会館」下車
又は
「おさんぽバス・舞浜線」で
「市役所・健康センター」下車
〉〉徒歩の場合
東西線浦安駅から 25 分、JR 線新浦安駅から 20 分

◆お問い合わせ・お申込み：NPO 法人 市民後見センターちば／市民後見センターちば・浦安
〒272-0144 千葉県市川市新井 1-19-26
TEL&FAX： 047-358-2700
URL: http://shimin-kouken.com/
【講座申込み専用アドレス】E-mail: kouza@shimin-kouken.com

◆市民後見人養成基礎講座（浦安） カリキュラム
開催日

1日

２日

時 間

11 月 4 日
（日）

11 月１７日
（土）

理 事 長
若色 信悟
副理事長(事務局長） 渡邊 誠志
ファイナンシャル・プラナンー（ＣＦＰ）
自由が丘産能短期大学兼任講師
若色 信悟

13：20
〜15：20

社会福祉の基礎知識
・日本の社会福祉と歴史、社会福祉協議会とは
・日常生活自立支援事業
・民生･児童委員

社団法人 千葉県社会福祉士会 理事
独立型社会福祉士委員会・委員長
大浦 明美 氏（社会福祉士）

15：30
〜17：30

後見対象者への理解（１）
【認知症サポーター養成講座】 ＮＰＯ法人 地域福祉応援団Ｐねっと
理事長 今川 純子 氏
・認知症の症状
・行動と心理症状とその支援
・認知症の診断と治療
・認知症の人と接し方 等 （社会福祉士・認知症ケア専門士）

10：00
〜12：10

後見対象者への理解（２）
・知的障害者、精神障害者、統合失調症等

13：10
〜15：10

10：00
〜12：00
13：00
〜15：00

財産管理と後見人（１）
・高齢者の被害、銀行取引、安全な財産管理
・消費契約の知識など
後見実務の実際（１）身上監護
・後見の仕事内容
・医療、介護者との関係など
財産管理と後見人（２）
・後見人に必要な相続の知識
・遺言について
浦安市の現場から
・浦安市での成年後見制度利用の事例より
高齢者の住まいについて
・高齢者が使用する施設の分類と介護
・サービス付き高齢者向住宅とは
後見実務の実際（2）手続関係
・申立方法、家庭裁判所との関係
・申請書類様式と費用 ・後見人の権限、限界など
任意後見制度
・任意後見制度の概要 ・法定後見制度との関係
事例研究・後見制度まとめ
・後見業務の実際（様々な事例より）

ＮＰＯ法人 シニアメイトサービス
理事長 藤崎 由美子 氏
（社会福祉士・ぱあとなあ東京所属）
ファイナンシャル・プラナンー（ＣＦＰ）
自由が丘産能短期大学兼任講師
若色 信悟
浦安市介護専門員協議会
副会長 関口 等 氏（社会福祉士）
ファイナンシャル･プランナー（ＣＦＰ）
NPO 法人 ら・し・さ 副理事長
山田 静江 氏
品川区社会福祉協議会
品川成年後見センター
所長 齋藤 修一 氏
司法書士法人あすかフロンティア事務所
法人代表 岩佐 博行 氏
司法書士法人あすかフロンティア事務所
法人代表 岩佐 博行 氏

15：10
〜16：10

市民後見人と職業倫理（まとめ）
・市民後見人への期待 ・倫理と職業倫理

ＮＰＯ法人 市民後見センターちば
理事長 若色 信悟

16：20
〜17：30

課題レポート／今後のスケジュール等

ＮＰＯ法人市民後見センターちば
副理事長（事務局長） 渡邊 誠志

10：00
〜12：00

11 月 2４日
（土）

12：50
〜14：00
14：10
〜15：10
15：20
〜17：30

4日

12 月 8 日
（土）

担 当 講 師

挨拶・オリエンテーション
（ＮＰＯ法人市民後見センターちば）
成年後見制度について
・法制度と理念、法定後見と任意後見
・法定後見の類型、後見人の役割など

15：20
〜17：30

3日

講 義 内 容

10：00
〜10：20
10：20
〜12：20

…………………………

市民後見人養成基礎講座（浦安） 参加申込書

郵送（表面の住所まで）、FAX、E-mail にてお申し込みください（FAX: 047-358-2700

年代（

ご 氏 名
ご 住 所

（社福）パーソナル・アシスタンスとも
矢冨 恭子 氏
（社会福祉士・相談支援専門員）
ファイナンシャル･プランナー（ＣＦＰ）
青木 敏郎 氏

……………………

E-mail: kouza@shimin-kouken.com）

才代） ＴＥＬ

〒

ＦＡＸ
E-mail

ご 職 業
□ 親族を後見している（予定している）
□ 自分の将来のため

受講動機

□ 介護・福祉等の仕事をしている上での必要性

備考

□自分も市民後見人として活動したい

□ その他（

）

（講座で、取り上げてほしい事などご要望をおよせください）

※折り返し、受付番号並びに、受講料振込先をお知らせいたします。しばらく、お待ちください。
※ご記入頂きました個人情報は、管理には十分配慮の上講座に関する事業にのみ利用を限らせていただきます。

（１２．１０．２８）

