
    

日豪のダイバージョナルセラピー協会共同認定による日豪のダイバージョナルセラピー協会共同認定による日豪のダイバージョナルセラピー協会共同認定による日豪のダイバージョナルセラピー協会共同認定による    

ダイバージョナルセラピーワーカーダイバージョナルセラピーワーカーダイバージョナルセラピーワーカーダイバージョナルセラピーワーカー養成講座養成講座養成講座養成講座    

第第第第 11116666 期受講生募集！期受講生募集！期受講生募集！期受講生募集！    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

““““楽楽楽楽しくしくしくしく自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく””””をををを支支支支えるえるえるえる        

よりよりよりより豊豊豊豊かなケアプランのためにかなケアプランのためにかなケアプランのためにかなケアプランのために    
ダイバージョナルセラピーワーカーとは、介護、医療、福祉の分野にあって 

それぞれの専門性をもった上で、レジャー＆ライフスタイルへのより深く 

総合的な支援としてダイバージョナルセラピーのスキルを活用できる 

全人ケアの実践者です。 

    

    

主催主催主催主催        

NPONPONPONPO 法人法人法人法人日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会    

後援後援後援後援        

        順天堂大学国際教養学部順天堂大学国際教養学部順天堂大学国際教養学部順天堂大学国際教養学部グローバル・ヘルスプロモーション・リサーチセンターグローバル・ヘルスプロモーション・リサーチセンターグローバル・ヘルスプロモーション・リサーチセンターグローバル・ヘルスプロモーション・リサーチセンター    

社会福祉法人ユーカリ優都会社会福祉法人ユーカリ優都会社会福祉法人ユーカリ優都会社会福祉法人ユーカリ優都会    

オーストラリア・ダイバージョナルセラピー協会オーストラリア・ダイバージョナルセラピー協会オーストラリア・ダイバージョナルセラピー協会オーストラリア・ダイバージョナルセラピー協会    

協賛協賛協賛協賛    

公益財団公益財団公益財団公益財団法人法人法人法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団    

    

 

講座日程：2019 年 8 月 24・25 日、9月 28・29 日、10 月 19・20 日、11月 16・17 日 

8 日／48 時間（いずれも土日） 

講座会場：順天堂大学国際教養学部教室／東京都文京区本郷 2 丁目１－１／他 

                 介護老人保健施設ユーカリ優都苑(11 月のみ)／千葉県佐倉市青菅 1010-15 

    

    

NNNNPOPOPOPO 法人法人法人法人    日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会    

〒530-0037 ⼤阪市北区松ケ枝町 6-17-702 
電話   06-6358-0772     FAX   06-6358-0339 
e-mail  info@dtaj.or.jp   ＨＰ https://dtaj.or.jp/ 



第第第第１１１１6666 期期期期    ダダダダイバージョナルセラピーワーカー養成講座イバージョナルセラピーワーカー養成講座イバージョナルセラピーワーカー養成講座イバージョナルセラピーワーカー養成講座    （（（（東京東京東京東京））））    

ＮＰＯ法人 日本ダイバージョナルセラピー協会 

 

講座日程／2019 年 8 月～11 月 

日 程 講 義 内 容 講 師 所 属 会場 

8 月 24 日

(土)  

開講式 オリエンテーション 理事講師    

ダイバージョナルセラピーとはⅠ（ＤＴ原論と概論） 芹澤 隆子 

日本ＤＴ協会 

オーストラリア

ＤＴ協会 

お茶の水セン

トヒルズホテル 

１Ｆ会議室 

ヘルスプロモーション～生涯健康・健康社会づくり～ 島内 憲夫 

順天堂大学 

日本ＤＴ協会 

ダイバージョナルセラピーにおける福祉マインド実践論 新野三四子 

日本ＤＴ協会 

元・追手門学

院大学 

   25 日

(日) 

ダイバージョナルセラピーとはⅡ（ＤＴの実践プロセス）① 

芹澤 隆子 

 

順天堂大学国

際教養学部 

４Ｆ教室 

ダイバージョナルセラピーとはⅡ（ＤＴの実践プロセス）② 

高齢者の生活文化と社会的背景 松山 毅 順天堂大学 

ダイバージョナルセラピーにおけるレジャー＆ライフスタイルⅠ 芹澤 隆子  

9 月 28 日

(土) 

コミュニケーションの理論と多様な実践 水野 基樹 順天堂大学 

順天堂大学国

際教養学部 

４Ｆ教室 

認知症や特別なニーズをもつ人への配慮と工夫 広沢 正孝 順天堂大学 

29 日 

（日) 

ダイバージョナルセラピーにおけるレジャー＆ライフスタイルⅡ 

芹澤 隆子 

 

ダイバージョナルセラピーのプログラムの実際 

認知症への理解～脳科学の視点で～ 片岡 洋祐 理化学研究所 

10 月 19 日

(土) 

高齢者の心と行動 長谷川芳典 岡山大学 

順天堂大学国

際教養学部 

４Ｆ教室 

ダイバージョナルセラピーのプログラム演習 芹澤 隆子  

20 日 

(日) 

ダイバージョナルセラピーのプロセス演習Ⅰ（前半） 

芹澤 隆子 

 

ダイバージョナルセラピーのプロセス演習Ⅰ（後半） 

高齢者のライフスタイルとスリープマネジメント 田中 秀樹 広島国際大学 

ダイバージョナルセラピーのプロセス演習（作成と発表）Ⅱ 

芹澤 隆子 

新野三四子 

 

11 月 16 日

(土)

ダイバージョナルセラピー実践への演習（ロールプレイング） 

新野 三四子 

芹澤 隆子 

 

 

介護老人保健

施設ユーカリ

優都苑 

先輩ＤＴＷの実践発表 

ＤＴＷ講座まとめ 

芹澤 隆子 

新野三四子 

 

17 日

(日) 

受講者によるプレゼンテーション 閉講式 理事講師  

 

※講座の時間は、土曜日が土曜日が土曜日が土曜日が 10:0010:0010:0010:00～～～～18:0018:0018:0018:00、日曜日は日曜日は日曜日は日曜日は 09:3009:3009:3009:30～～～～17:3017:3017:3017:30 です。  

※始業時と終業時の前後に 15 分の連絡＆質疑タイムを取っております。 

※講座の順序等は変更になることがあります。  

※11 月 16 日(土)の講座終了後、懇親会を開催いたします（参加は任意）。 

※１２月に認定試験を実施します。 



第第第第 11116666 期ダイバージョナルセラピーワーカー（ＤＴＷ）養成講座期ダイバージョナルセラピーワーカー（ＤＴＷ）養成講座期ダイバージョナルセラピーワーカー（ＤＴＷ）養成講座期ダイバージョナルセラピーワーカー（ＤＴＷ）養成講座 

スケジュールと認定までのプロセススケジュールと認定までのプロセススケジュールと認定までのプロセススケジュールと認定までのプロセス    

 

■ 受講時間 

授業は１コマ９０分×３２コマ＝４８時間 

土曜日は午前 10 時～午後６時、日曜日は午前９時 30 分～午後５時 30 分となります。 

■ 募集人数 ３０名 

■ 受講料 

NPO 法人日本ＤＴ協会正会員＝８０,０００円（個人正会員、又は法人正会員の職員） 

※受講申し込みと同時に入会が可能。受講料 80,000 円と正会員年会費 6,000 円を納付いただきます。 

正会員の申し込みをされない方 ＝１００,０００円 

■ 修了証 

ダイバージョナルセラピーワーカー養成講座の全講義を受講された方には「修了証」を授与します。 

講義を欠席した方は、3 年以内に補講(無料)により全講義を完了の上「修了証」を授与します。 

■ 認定試験と認定 

「修了証」を取得された方で認定を希望される方に対し、認定試験(面接と小論文審査)を実施 

します。受験料は無料。今期の日程は 12 月に予定しております。合格者は「ダイバージョナ 

ルセラピーワーカー（ＤＴＷ）」として日豪のＤＴ協会が共同認定し、「認定証」を授与、認定 

カードを発行します。（認定手続き料 5,000 円） 

■ ダイバージョナルセラピーワーカー資格について    

ＤＴＷ認定者には正会員として年会費を収めていただきます。 

ＤＴＷ資格の更新は行いませんが、ＤＴのスキルアップと最新情報の入手のためにも、 

DTW の皆さんには当協会主催または後援のセミナー、講演会、研修ツアーなどに積極的なご参加を 

奨励します。 

 

今、求められる「ダイバージョナルセラピーワーカー」養成へ！ 

ダイバージョナルセラピー(ＤＴ)は、オーストラリアで４０数年の実績をもつ“レジャー＆ライフスタイル”を援助 

促進する専門職で、オーストラリアＤＴ協会(DＲTA)は、医師会、看護協会、ＰＴ協会、ＯＴ協会、ＳＴ協会、

アルツハイマー協会等とともに National Aged Care Alliance（全国高齢者ケア連盟）に加盟しています。

日本ダイバージョナルセラピー協会は、日本の生活文化に根差したダイバージョナルセラピーの実践者

（ダイバージョナルセラピーワーカー）の育成を目指して 2008 年に第 1 期ＤＴＷ養成講座をスタートしまし

た。 2019 年 2 月現在で約 422 人のＤＴワーカーを認定。高齢者施設、病院、リハビリテーション分野、地

域・在宅ケア、教育機関など多様な分野で DT 活動を展開しています。オーストラリアではＤＴの対象は各

世代に広がっており、高齢者介護施設だけでなく在宅の高齢者、精神科、緩和ケア、リハビリテーション、

チャイルドケア等においても重要な役割を担うようになってきました。日本の介護・看護・リハビリテーション

の現場でも、一人一人にとって“意味のあるレジャー”の QOL にもたらす影響に目が向けられ、その専門

分野としてのダイバージョナルセラピーに期待が高まっています。日本ダイバージョナルセラピー協会

（DTJ）は、オーストラリアＤＴ協会（DRTA）の強力なパートナーシップを得て、これからも日本におけるダイ

バージョナルセラピーの普及と実践者養成に努めてまいります。 

 

NPO 法人 日本ダイバージョナルセラピー協会 

理事長 芹澤隆子 

〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町 6-17-702 

電話：06-6358-0772 FAX：06-6358-0339 



     

FaxFaxFaxFax 送信先送信先送信先送信先：：：：０６０６０６０６－－－－６３５８６３５８６３５８６３５８－－－－０３３９０３３９０３３９０３３９    

    

日豪のダイバージョナルセラピー協会共同認定による 

第１6 期 「ダイバージョナルセラピーワーカー養成講座」 

（（（（        ））））おおおお    問問問問    合合合合    せせせせ        （（（（        ））））おおおお    申申申申    込込込込    書書書書    

記入年月日： 2019 年  月  日 

ふりがな 

氏 名                 

会員の方は会員番号をご記入ください【     】 

 

連絡のとれる電話および FAX 番号 ： □自宅  □職場  □携帯電話 

電話    －   －     FAX    －   －      

 

自宅住所 ： 〒                                 

                                         

電話    －   －     FAX    －   －      

 

所属先名 ：  

所属先住所： 〒                                 

                                         

電話    －   －     FAX    －   －       

 

職種・資格など                                  

メールアドレス                                                                   

 

    

【【【【おおおお問合問合問合問合せ・せ・せ・せ・おおおお申込方法申込方法申込方法申込方法】】】】まずは上記にご記入の上、FAX または郵送で当協会までお送りください。 

折り返し、ご連絡(Fax または電話)をさせていただきます。その後、お申込の方は、7777 月月月月 31313131 日日日日までにまでにまでにまでに    

下記下記下記下記のののの郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座郵便振替口座におにおにおにお払払払払いいいい込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。ご入金を確認次第、｢｢｢｢受講票受講票受講票受講票｣｣｣｣を送付いたします。 

複数でお申し込みの場合は用紙をコピーの上、１人 1 枚でご提出ください。 

申し込みに先立って入会を希望される方はご一報ください。 

 

郵便振替･口座番号郵便振替･口座番号郵便振替･口座番号郵便振替･口座番号 ００９８０００９８０００９８０００９８０－－－－７７７７－－－－４４２３５４４２３５４４２３５４４２３５ 

加加加加    入入入入    者者者者 日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会    

※通信欄に「第「第「第「第 11116666 期期期期    ＤＴＷ養成講座受講料」ＤＴＷ養成講座受講料」ＤＴＷ養成講座受講料」ＤＴＷ養成講座受講料」とご記入ください。 

 

 

NPONPONPONPO 法人法人法人法人    日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会日本ダイバージョナルセラピー協会    

〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町 6-17-702 

電話電話電話電話 06060606----6358635863586358----0772077207720772    

    Fax Fax Fax Fax 06060606----6666358358358358----0339033903390339    

 


