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暮秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび西区支部では、下記の内容で定例研修会を開催することとなりました。  

時節柄ご多用のこととは存じますが、皆様にご参加いただけるようにお願い申し上げます。 

  

記 

 

1、日 時 令和３年１１月１５日（月）18：30～20：00 Zoom限定で実施します。 

参加お申込みされたメールアドレスへ、招待メールと講義資料がダウンロードできる[マイ

ページURL]を自動配信します。当日のZoomは18:00より入室できます。当日は必ず18:30

までに画面に表示される4ケタの開始番号を[マイページURL]にてご入力お願いします。

研修終了後には画面に4ケタの終了番号を表示しますので、30分以内に再度[マイページ

URL]へご入力ください。開始・終了の両方の番号をご入力された方に受講証明書の発行

をします。最後にアンケートもお願いします。 

 

2、テーマ・内容 「ケアリング・コミュニケーション 

                           癒しと信頼のスキル」 ＰＡＲＴ2 

講師： 長谷川 聡 様 

（社会福祉法人 アンビシャス 理事長・札幌介護支援専門員連絡協議会外部理事） 

 

    『昨年度に開催し、大変にご好評を頂きました長谷川聡先生による「相談援助技術・コミュ  

ニケーション能力の資質向上」に関する研修を今年度も続編として開催します』 

 

4、参加費 会員無料 ※定員 100名になり次第受付を終了させていただきます。ご了承ください。 

 

5、申込み 札幌市介護支援専門員連絡協議会 (https://sapporo-cmrenkyo.jp/) 

         事業所等で Zoom を複数名で視聴される方も、お申し込みは「一人ずつ」でお願いします。 

 

6、その他 ①別紙「研修予約システム参加者手順」に従い手続きを進めてください。      

      ②Zoomの配信による研修となりますので、Zoomを視聴可能な環境を準備できる方が受講 

可能となります。詳細は、「WEB研修参加時のお願い（留意事項 ）」をご参照ください。 

      ③ホームページからはお申込みいただいた直後に届くメール（研修予約システムからの自

動返信メール）は、研修会当日に使用しますので、削除しないようご注意ください。 

      ④ZOOM参加時には顔出しし名前もしっかり表示するようご協力お願い致します。 

 

Zoom視聴の際はカメラをＯＮの状態でご参加ください。 

（11月からはカメラのＯＮで顔の確認ができなければ受講証明書の発行が出来ません） 

講師から指示があるまではマイクを OFFにした状態で入室をお願いいたします。 

 

7、問い合わせ 一般社団法人札幌市介護支援専門員連絡協議会 事務局 Tel：７９２－１８１１ 

札幌市北区北１０条西４丁目１ＳＣビル２Ｆ  E-mail:info@sapporo-cmrenkyo.jp 

 

https://sapporo-cmrenkyo.jp/
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研修予約システム
参加者操作手順
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1. 研修に申し込む

①【詳細情報はこちらへ】をクリックすると
研修申込画面に遷移します。

3

研修申込を開始します。

札幌市介護支援専門員連絡協議会ホームページ トップ



1. 研修に申し込む

②受講したい研修の【詳細】ボタンを
クリックします

4

受講する研修を選択します。

研修申込システム ＞ 一覧



1. 研修に申し込む

③【申し込む】をクリックすると申込画面
に遷移します。
一覧画面に戻る場合は【戻る】をクリック
してください。

5

研修の情報を確認し、研修申込を開始します。

研修申込システム ＞ 一覧 ＞ 詳細



1. 研修に申し込む

6

④会員の方は【会員】を選択してください。
非会員の方は【非会員】を選択してください。

⑤【氏名】をフルネームで入力してください。
⑥【勤務先】を入力してください。
⑦【電話番号】を入力してください

⑧研修当日にお持ちになる携帯電話の
【メールアドレス】を入力してください。

受講者の情報を入力して、研修に申し込みます。

研修申込システム ＞ 一覧 ＞ 詳細 > 申込 入力

⑤【氏名】をフルネームで入力してください。
⑥【勤務先】を入力してください。
⑦【電話番号】を入力してください
⑧研修当日にご利用になる携帯電話等の
【メールアドレス】を入力してください。

⑨入力後【次へ】をクリックして下さい。
一覧画面へ戻る場合は【戻る】を
クリックして下さい。

④【会員】【非会員】を
【資格区分】を選択してください。



1. 研修に申し込む

⑩入力内容に間違いがないかご確認ください。
（メールアドレスの入力間違いが多いです）

7

申込情報に間違いがないか確認します。
研修申込システム ＞ 一覧 ＞ 詳細 ＞ 申込 入力 ＞ 申込 確認

⑪【送信】ボタンをクリックすると、
申込が完了します。
入力し直す場合は【戻る】を
クリックして下さい。

⑩入力内容に間違いがないかご確認ください。
（メールアドレスの入力間違いが多いです）



1. 研修に申し込む
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申込完了です。

研修申込システム ＞ 一覧 ＞ 詳細 ＞ 申込 入力 ＞ 申込 確認 ＞ 申込 完了

⑫登録が完了しました。
入力したメールアドレス宛てに登録完了メールが

送られてくるので、必ずご確認ください。

⑬一覧画面に戻ります。

もし、登録直後にメールが受信できなかった場合
は、迷惑メールBOXの中をご確認ください。



1. 研修に申し込む
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入力したメールアドレス宛てに重要なメールが届きます。

⑮マイページからは研修参加や受講証明書、
Zoom操作手順などの確認が行えます。
本メールが届いて以降お使いいただけます。
※研修当日にも使いますので、必ず
【マイページURL】を起動してください。

⑯研修の予約をキャンセルしたい場合は
【キャンセルURL】をクリックしてください。

⑭Zoom開催の場合は、Zoom情報が表示され
ます。

研修申込完了メール



２．マイページをみる
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受講証明書の発行が有る画面

マイページ

①研修資料の確認ができます。

②Zoomの操作方法を確認できます。

③システムの操作方法を確認できます。

④Webアンケートに回答できます。

①～④は全ての画面で表示されます

受講証明書の発行が無い画面



３．マイページ 研修に参加する
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①画面に表示されている【開始番号】を
入力してください。
②【研修に参加する】ボタンをクリックして下さい。

A.研修開始３１分以上前

マイページ ＞ 研修を開始する

開始番号４ケタを入力できません。
研修開始３０分前までお待ちください。

B.研修開始３０分前～研修開始



３．マイページ 研修に参加する
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マイページ ＞ 研修を開始する

B.研修開始３０分前～研修開始

③【受講確認画面へ移動】ボタンを
クリックして、研修終了画面に
遷移してください。



①画面に表示されている【終了番号】を
入力してください。
②【研修を終了する】ボタンをクリックして下さい。

４．マイページ 研修を終了する
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マイページ ＞ 研修を開始する ＞ 研修を終了する

C.研修終了前 D.研修終了～研修終了３０分後

終了番号４ケタを入力できません。
研修終了までお待ちください。



４．マイページ 研修を終了する

D.研修終了～研修終了３０分後
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マイページ ＞ 研修を開始する ＞ 研修を終了する

③【受講証明書を確認する】ボタンを
クリックして、受講証明書発行画面に
遷移してください。



５．マイページ 受講証明書を発行する
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マイページ ＞ 研修を開始する＞ 研修を終了する ＞ 受講証明書をダウンロード
E.研修開始および研修終了後

①【受講証明書をダウンロード】ボタンを
クリックすると、受講証明書がダウンロード
されます。

受講証明書



６．マイページ Webアンケートに答える
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マイページ ＞ 研修を開始する ＞ 研修を終了する ＞Webアンケート

E.研修開始および研修終了後

①【Webアンケートに答える】ボタンを
クリックして、Webアンケートを
開始してください。



６．マイページ Webアンケートに答える
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マイページ ＞ 研修を開始する ＞ 研修を終了する ＞Webアンケート
E.研修開始および研修終了後

②設問に当てはまる回答にチェックを
付けてください。

・・・

③自由回答です。ご意見等ありましたら、
入力してください。

④【送信】をクリックすると、回答が送信されます。
Webアンケートを中止したい場合は、【戻る】ボタンを
クリックしてください。


