幼児版初級指導者養成講座のお知らせ
この度、アメリカの BOYS TOWN で開発されたボーイズタウン・コモンセンスペアレンティング幼児版の指導者養
成講座を下記の要領で開催することとなりました。BOYS TOWN から日本での普及を公認されたこのプログラムは、
良好で前向きな親子関係の構築を可能にし、子どもと過ごす毎日の中で、子どもの良い行動を増やし、悪い行動を
減らします。子どもが社会でうまくやっていける様々な適応行動を教えます。また、同様の学齢期・思春期Ⅲ版指
導者養成講座、または、平成 28 年度より全国的に開催となる＜援助計画コーディネーター初級養成講座＞の受講に
は、この幼児版初級指導者資格が受講条件となっております。
児童福祉に関わる専門職をはじめ、子育支援者・一般の方々まで多くのご参加をお待ちしております。
★すでに養成講座受講を終えた初級指導者の方々には、再度養成講座を受講しスキルアップを目指す「再受講シ
ート」または、上級指導者検定へのスキルアップとして、
「ファシリテーター補佐シート」をご用意しております。
こちらも数に限りありますが、併せてご参加をお待ちいたしております。

コモンセンス・ペアレンティング 幼児版初級指導者養成講座 募集要項
(入門講座 Ⓐ) 平成 28 年 6 月 18 日(土)
13：00～16：30
(入門講座 Ⓑ) 平成 28 年 7 月 １日(金)
18：00～20：45

場 所：高岡市男女平等推進センター会議室 C
（富山県高岡市末広町 1-7 ウイング・ウイング高岡内）
場 所：射水市子どもの権利支援センター ほっとスマイル
(富山県射水市三ヶ 3652-2)

平成２８年７月 ２ 日(土) 9：30～19：00
平成２８年７月 ３ 日(日) 9：15～18：30

場 所：高岡市男女平等推進センター会議室Ｂ・Ｃ
（富山県高岡市末広町 1-7 ウイング・ウイング高岡内）

☆幼児版入門講座は養成講座の一部として構成しております。Ⓐ 又は Ⓑ どちらかをお選びください。
(入門講座受講済の方は、2 日間のみの参加可能です)
☆当日の連絡先： 080-3108-0950 香川 090-2835-4313 森谷 080-4256-1423 藤田
講 師
受講料
(ＤＶＤ/テ
キスト/ワ
ークブック
代含む）

ボーイズタウン・コモンセンス・ペアレンティングプログラム管理者／講師
35,350 円 （会員価格) ★高校生/大学生割引有
36,350 円 （会員入会なし) *会員価格：
37,350 円 （平成 28 年度会員入会付き：養成講座受講特典 2000 円でご入会）
★初級指導者再受講制度：12,900 円(二日間のお得な復習/スキルアップタイムに)

★指導者上級指導者検定学習のファシリテーター補佐シート(昼食付)：会員 4500 円 非会員 5500 円
募集定員
２０名
＊定員に達した時点で受付を終了いたします。 （最低施行人数１０名）
幼児版 CSP の入門講座
導入、S1）発達・期待値・育み、S2)見せて話す・結果の講義とス
内 容 １日目
キル練習、 S3)効果的なほめ方、S4)予防的教育法･社会ｽｷﾙ、
S5)問題行動を正す、S6)自分自身をｺﾝﾄﾛｰﾙの紹介
2 日目
幼児版ＣＳＰの基礎
各技法の学びとロールプレイ・スキル練習
3 日目
幼児版ＣＳＰの講座技術 各自講座のデモとスキル練習を受け、評価を受けます
ご入金後に自習用教材をお届け致します。DVD
は全ての字幕のセリフを音読し、テキストの完読の予習を
事前学習
お願いします。
締め切り日までは
０％ （返金手数料のみご負担いただきます。）
ｷｬﾝｾﾙ料
締め切り日以降は １００％ （締切日以降は、いかなる場合もご返金は致しません。
但し、次回又はご都合のよい日程の養成講座（2 日間）を 12９00 円にて、再受講して頂けます。
1
日目を欠席された場合は、2
日目だけを受講することはできず、当日キャンセル扱いとなり、返金 出
欠席・遅
来ません。また、2 日目のみを欠席された場合も返金いたしませんので、ご了承ください。 （2 日目の
刻・早退
みを欠席された方も次回は 2 日間受講していただきます。）
について 30 分以上の遅刻、早退につきましては、欠席扱いになることがありますので、十分ご注意ください。
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養成講座を修了された方は、幼児版初級指導者として認定。
「初級指導者」は所属する職場等で無償で
レッスンすることが出来ます。有償や対外的に指導するには、上級指導者資格が必要となり、対外的に
指導者と名乗ることは出来ません。また、二日目の実演内容が基準に満たないときは、資格取得出来な
い/条件付き合格などの場合がございます。
各自でご用意ください。
６月 27 日(月）
（締切間際にお振込みの方は、教材お渡しが事前にお届けすることができなくなりますのでご注意ください）

問合先 オッジヒューマンネット： cspnet 2013@ yahoo.co.jp （お急ぎの時のみ 080-3108-0950：香川 ）
子育て塾
育 み ： hagukumi@vesta.ocn.ne.jp (お急ぎの場合のみ 090-2835-4313：森谷）
ＮＰＯ法人子どもの権利支援センター ぱれっと：
(お急ぎの場合のみ 080-4256-1423：藤田)

<主
<共

催> オッジヒューマンネット子育て支援プロジェクト （http://oggi-csp.jimdo.com/）
催>
子育て塾
育 み
（http://hagukumivoice.jimdo.com/）
ＮＰＯ法人子どもの権利支援センター ぱれっと （http://npo-palette.org/about/）

＜連絡会入会ご案内＞
養成講座受講時は、2000 円の特別価格でのご入会特典あります(通常入会価格：2,980 円)
入会特典と致しましては、
①毎月の勉強会・講座の優先/優待ご案内(会員割引) ②講座用パワーポイント、講座資料の無料取得（一部取得条件有）
③スキルアップに有効なファシリテーターや研修補助の募集情報を取得
④CSP に関する最新情報の受信
など
＊今回の養成講座に限り「オッジヒューマンネット」並びに「子育て塾 育み」両団体へのご入会希望も、養成講
座受講時に限り、2000 円にて、両団体へのご入会可能とさせて頂きます。益々のスキルアップにご活用くださ
い。

～オッジヒューマンネット子育て支援プロジェクト～
通常登録年会費は、個人：2,980 円

団体（５名まで）
：9,800 円 （毎年 4 月更新）

～子育て塾 育み～
通常登録年会費は、個人：3,000 円

団体（５名まで）
：10,000 円 （毎年 4 月更新）

＜申込方法＞
必要事項を記入の上、メールにて
cspnet2013@yahoo.co.jp へ送信ください。（締切日：６/２７）
その後、ご請求書をお届けいたします。ご入金確認ができ次第「受付完了のお知らせ」をお送り致しますの
で、当日ご持参下さい。
申込内容
①参加者ご氏名・ふりがな ②ローマ字氏名（認定証に必要）③生年月日④年齢 ⑤性別 ⑥所属 ⑦ご職業
⑧郵便番号

⑨住所

⑩電話

⑪FAX 番号

⑫携帯番号

⑬パソコンアドレス

⑭携帯アドレス

⑮普及版トレーナー資格の有無（資格取得者は取得年月日と場所） ⑯幼児版講座紹介講座受講の有無
⑰幼児版講座連続講座の有無(受講の方は何回連続講座・開催場所をお知らせください)
⑱入門講座希望日（ 6/18 ・ 7/1 ・ 受講済みの方は受講年月日と場所）
⑲「オッジヒューマンネット」会員登録の希望の有無

⑳「子育て塾 育み」入会希望の有無

㉑受講動機
㉒ご質問
★お知らせのアドレスには必ず

cspnet2013@yahoo.co.jp からのメール受信可能設定をお願いします。特に携帯
アドレスへのメールが届かず、重要なご連絡をお伝えできないことがございますのでご注意ください。

★指導者…再受講 希望の方： 初級指導者取得年月日・養成講座開催場所
ファシリテーター補佐シート(昼食付)希望の方： 初級指導者取得年月日・養成講座開催場所
受講講費等の振込み先
ゆうちょ銀行
店 名 ／ 四 一 八 (読 み ヨ ン イ チ ハ チ )
店 番 ／ ４ １ ８ 口座名義 オッジヒューマンネット
（記号番号：１４１９０－７３８７４１９１） 貯金種目／普通貯金
口座番号／７３８７４１９
★お振込のご注意：お振込名には文字数に制限(全角 8・半角 13)があり、社会福祉法人 のみ等しか記載されず、
不明となり、手続きができませんので、お名前がわかるようにお振込をお願いします。

