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２０１９年度第Ⅰ期ユニットケア研修の再募集について 

 

１．再募集する講義回 

【施設管理者研修】 

開催回 日程 

第２回 ２０１９年７月１日（月） ～ ３日（水） 

第３回 ２０１９年８月７日（水） ～ ９日（金） 

会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター （東京都千代田区神田駿河台４－６） 

 

 

【ユニットリーダー研修】 

■開催の近い受講回 

 下記の受講回については開催日が近いため、定員に達し次第締め切りといたします。 

 ※受講決定：４月２６日（金）までに、メールにて受講決定をお知らせいたします。 

 

講義日程等 実地研修施設 

■関東ブロック 

日程：第１回 ５月７日～９日 

会場：ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター 

（東京都 新宿区） 

ホームタウンほそや（栃木県 宇都宮市） 

■北海道ブロック 

日程：第３回 ５月２０日～２２日 

会場：ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター 

（北海道 札幌市） 

やすらぎ荘     （北海道 小樽市） 

稚内緑風苑     （北海道 稚内市） 

清明庵        （北海道 札幌市） 

■中部ブロック 

日程：第４回 ５月２０日～２２日 

会場：ｉｍｙ     （名古屋市 東区） 

かざこしの里     （長野県 飯田市） 

晃の園       （静岡県 静岡市） 

ジャルダン・リラ （愛知県 豊川市） 

■東北ブロック 

日程：第５回 ５月２７日～２９日 

会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台駅北 

（仙台市宮 城野区） 

素心苑      （青森県 三戸郡） 

花巻あすかの杜  （岩手県 花巻市） 

一重の里     （宮城県 仙台市） 

みどりの郷    （福島県 二本松市） 

■近畿ブロック 

日程：第６回 ５月２８日～３０日 

会場：京都テルサ   （京都市 南区） 

グレイスヴィルまいづる 

（京都府 舞鶴市） 
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■その他、ブロック毎の会場 

 ・北海道ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第１４回】 

日程：７月１６日～１８日 

会場：北見プラザホテル （北海道 北見市） 

稚内緑風苑   （北海道 稚内市） 

清明庵      （北海道 札幌市） 

【第２０回】 

日程：８月２８日～３０日 

会場：ホテルリソル函館 （北海道 函館市） 

やすらぎ荘   （北海道 小樽市） 

メープル     （青森県 上北部） 

素心苑       （青森県 三戸郡） 

 

・東北ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第１５回】 

日程：７月１７日～１９日 

会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台 

 （仙台市 青葉区） 

メープル    （青森県 上北郡） 

らふたぁヒルズ （岩手県 上閉伊郡） 

一重の里    （宮城県 仙台市） 

おおやま    （山形県 鶴岡市） 

 

・関東ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第１０回】 

日程：６月２６日～２８日 

会場：多摩永山情報教育センター 

            （東京都 多摩市） 

はだの松寿苑    （神奈川 県秦野市） 

【第１３回】 

日程：７月１０日～１２日 

会場：ＴＫＰガーデンシティ宇都宮 

            （栃木県 宇都宮市） 

ホームタウンほそや（栃木県 宇都宮市） 

フローラりんくる （栃木県 塩谷郡） 

【第１７回】 

日程：８月７日～９日 

会場：多摩永山情報教育センター 

            （東京都 多摩市） 

かしわ園     （東京都 調布市） 

みなみ風     （神奈川県 大和市） 

ゆめみどり     （山梨県 甲斐市） 

 

・中部ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第１６回】 

日程：７月２４日～２６日 

会場：ｉｍｙ      （名古屋市 東区） 

白駒の森     （長野県 茅野市） 

灯光園      （静岡県 御前崎市） 

大地の丘     （愛知県 知多郡） 

美里ヒルズ    （三重県 津市） 

あおい      （三重県 桑名市） 
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・近畿ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第１２回】 

日程：７月９日～１１日 

会場：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ

心斎橋      （大阪市 中央区） 

高秀苑      （大阪府 八尾市） 

和里（にこり）  （奈良県 大和高田市） 

白浜日置の郷    （和歌山県 西牟婁郡） 

【第１８回】 

日程：８月２１日～２３日 

会場：京都テルサ    （京都市 南区） 

天神の杜     （京都府 長岡京市） 

第二天神の杜   （京都府 長岡京市） 

神の園      （京都府 相楽郡） 

花友にしこうじ  （京都府 京都市） 

 

・中国／四国ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第９回】 

日程：６月２４日～２６日 

会場：岡山コンベンションセンター 

 （岡山県 岡山市） 

ゆうらく      （鳥取県 西伯郡） 

よなご幸朋苑    （鳥取県 米子市） 

きのこ老人保健施設 （岡山県 笠岡市） 

ふかわ・くにくさ  （広島県 広島市） 

【第１９回】 

日程：８月２６日～２８日 

会場：ＴＫＰガーデンシティ岡山 

 （岡山県 岡山市） 

眺峰園       （島根県大田市） 

きのこ老人保健施設 （岡山県笠岡市） 

ぺあれんと     （山口県宇部市） 

 

・九州ブロック 

講義日程等 実地研修施設 

【第７回】 

日程：６月１０日～１２日 

会場：福岡国際会議場  （福岡市 博多区） 

望星荘     （長崎県 長崎市） 

【第１１回】 

日程：７月１日～３日 

会場：熊本テルサ    （熊本県 熊本市） 

龍生園     （熊本県 人吉市） 

やすらぎの里   （鹿児島県 姶良市） 

マモリエあいら  （鹿児島県 姶良市） 

 

２．申込方法 

○ ユニットケア研修オンライン受講申込システムよりお申込みください。 

https://system.unit-care.or.jp/unitcare/rinji.aspx?id=L7zKUTSKWv 

 

３．申込期間 

○ 申込期間は、４月１日（月）から ４月２６日（金）までとなります。 

ただし、第１回から第６回については、定員に達し次第締め切りといたします。 

 

https://system.unit-care.or.jp/unitcare/rinji.aspx?id=L7zKUTSKWv
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４．受講決定等 

○ 受講の決定通知については、５月１４日（月）頃にご登録のメールアドレス宛にお知らせ 

いたします。ただし、第１回から第６回については、応募状況により応じて、決定のご連絡 

をいたします。 

なお、実地研修の日程につきましては、推進センターで調整させていただきます。 

 

５．受講料について 

○ 受講者の決定に伴い、受講料が発生いたします。 

支払い期限は６月７日（金）といたします。 

ただし、第１回から第６回については、受講決定の際に別途、お知らせいたします。 

 

 

【お問い合わせ】 

一般社団法人 日本ユニットケア推進センター 担当：武者 ／ 安曇 

TEL：03－5577－6186 FAX：03－5577－6187  E-mail: t-azumi@unit-care.or.jp 


