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鳥取県社協ニュース  
平成２９年９月 
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平成２９年度 苦情受付担当者研修会開催のご案内 
 

社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについて、常に利用者等からの苦情に対し適切な解決に

努めることが求められています。とりわけ受付段階における対応は極めて重要であり、対応の仕方によって

は大きな問題に発展することもあります。 

このため、受付担当者（初心者）の方を対象に相談対応における基本を学び、認識を深めていただくこと

を目的として研修会を開催します。 

 

 日時・場所  【東部会場】平成２９年９月１４日（木） １３時３０分～１６時００分 

               福祉人材研修センター  中研修室   

               ◎ 講師：鳥取県人権局人権・同和対策課 人権相談員 吉岡 千明 氏 
 

         【中部会場】平成２９年１０月５日（木） １３時３０分～１６時００分 

               倉吉体育文化会館    中研修室 

               ◎ 講師：鳥取県人権局人権・同和対策課 人権相談員 吉岡 千明 氏 
 

         【西部会場】平成２９年９月２８日（木）１３時３０分～１６時００分 

               米子ふれあいの里   中会議室 

               ◎ 講師：鳥取県西部総合事務所 地域振興局西部振興課  

人権相談員 中川 正純 氏 
 

 参加対象者  社会福祉施設、事業所の苦情受付担当者（初心者） 

※各会場とも先着５０名。１施設１名に限定 
 

 参 加 費  無料 
 

 申 込 締 切    東部会場は、平成２９年９月７日（木） 
       ※定員に達したため、申込は終了しています 
 

中部会場は、平成２９年９月２８日（木） 
 

西部会場は、平成２９年９月２１日（木） 
  

 問い合わせ先   福祉サービス運営適正化委員会 TEL 0857-59-6335 

 

鳥取県福祉研究学会 

第 11 回研究発表会研究発表の募集 
  

何度も試行錯誤を重ね、ようやく生み出される成果があります。少し視点を変えるだけで思いが

けない発見をすることもあります。私たちは、皆さんのこうした努力を応援し、専門性やノウハウ

を共有して、鳥取県域の福祉社会の発展向上を図りたいと思っています。 

 研究発表は、社会福祉に関わる活動、研究等を行っている方が成果を発表する場です。また、そ

れは「自らを試し、自らを磨くこと」に他なりません。皆さんの意欲的なチャレンジをお待ちして

います！！ 
 

◆募 集 期 間 平成２９年８月１日～平成３０年１月９日 
 

 

                  
鳥取県社会福祉協議会総務部  
〒689-0201 鳥取市伏野 1729-5 

   （県立福祉人材研修センター内） 
TEL 0857-59-6331 FAX 0857-59-6340 

E-mail soumu@tottori-wel.or.jp 

         HP http://www.tottori-wel.or.jp 

本ニュースは、原則として毎月１日（必要に応じて随時）に発行します。 

（配信先：県社協理事・評議員、会員、市町村社協、行政関係機関等） 
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◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

「みんなで支え愛フェスタ２０１７」のご案内 
 

「県立福祉人材研修センター」は、福祉関係者の研修はもとより福祉情報の発信拠点・交流のスペースと

して県民の皆様に活用していただく施設です。施設のなかを実際にご覧いただき、利用・活用していただく

機会とするとともに、福祉意識の醸成を図ることを目的に開催します。多くの方のご来場をお待ちしてます。 
 

 日 時  平成２９年９月１６日（土）１１時～１５時３０分 
 

 会 場  鳥取県立福祉人材研修センター 
 

 内 容  （１）DVD 映画上映会「家族はつらいよ」 

      （２）シニアバンク登録者の方による「演奏会」 

          尺八演奏、サックス演奏、とうふるーと演奏、様々な管楽器による演奏会。 

        （３）災害時炊き出し訓練 実演・試食会 

        （４）「おじいちゃん・おばあちゃんの絵」絵画展 

       （５）福祉啓発 復興支援ボランティア活動をパネル展示紹介、復興支援グッズを販売。 

（６）ふれあい移動動物園 大山トム・ソーヤ牧場の動物たちがやってきます。 

（７）来場記念お買い物券配布（受付にて配布） 

先着２５０名にイベント会場でのお買物券（１００円分）をプレゼント。 
 

 参 加 費  無料 
 

 問い合わせ先  総務部 TEL 0857-59-6331 

 

 

平成２９年度保育士・保育所支援センター保育士就職支援セミナー座学のご案内 
 

保育現場のブランクや未経験に対する不安を解消するため、現在の保育に係る動向や保育所保育指針にお

ける保育士の役割について学ぶ座学をご用意しました。就職に向けての基礎知識の修得や、ご自身の学習の

きっかけとしてご活用ください。 

今回、特典として平成 29 年告示の最新保育所保育指針の書籍を差し上げます。 
 

 日時・場所  東部  平成２９年９月１９日（火）13 時 30 分～ 県立福祉人材研修センター 

※申込期限 9 月１４日 

平成３０年２月２１日（水）13 時 30 分～ 県立福祉人材研修センター 

※申込期限 ２月１６日 
 

西部  平成２９年９月２１日（木）13 時 30 分～ 米子市福祉保健総合センター 

※申込期限 9 月１４日 

平成３０年２月２３日（金）13 時 30 分～ 米子市福祉保健総合センター 

※申込期限 ２月１６日 
 

 参加対象者  保育士として、ブランクのある方・保育士資格はあるけれど勤務経験のない方 

保育士資格取得を目指している、または、資格取得に関心のある方 
 

 内  容   

項目 詳細 

保育に係る動向（30 分間） 都市化、核家族化、少子化、待機児の増大等、保育に

係る動向から、新しくなった保育所保育指針の要点を過

去との比較も含めてわかりやすく解説し、現場で働くに

あたり、保育士の役割や基礎知識の修得を目指します。 

講師 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会  

参事 中井一途 

保育所保育指針の要点と解説 

（90 分間） 

演習（30 分間） 

 

 参 加 費  無料 
 

 問い合わせ先   福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
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助成金情報 ※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 
 

◇平成２９年度（第２４回）ボランティア活動助成 公益財団法人大和証券福祉財団 
大和証券福祉財団は、高齢者、障がい児者、児童等への支援活動及びその他の社会的意義が高いボラン

ティア活動、また「東日本大震災」及び「平成２８年熊本地震」の被災者支援のボランティア活動を行っ

ている団体に対して助成を行っています。 

詳しくは大和証券福祉財団のホームページをご覧ください。 
 

【応募期限】平成２９年９月１５日（金）※当日消印有効 

【住所】〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル 

公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局 

【TEL】03-5555-4640 【HP】http://www.daiwa-grp.jp/dsf/grant/outline.html 
 

◇第１８回ヤマト福祉財団小倉昌男賞 /公益財団法人ヤマト福祉財団 
ヤマト福祉財団は、障がい者の仕事づくりや雇用の創出、拡大、労働条件の改善などを積極的に押し進

め、障がい者に働く喜びと生きがいをもたらしている人を小倉昌男賞で顕彰することとしています。 

 詳しくは、ヤマト福祉財団のホームページをご覧ください。 
 

【応募期限】平成２９年９月１５日（金）必着 

【住所】〒104-0061 東京都中央区銀座 2-12-18 ヤマト銀座ビル 7 階 

    公益財団法人ヤマト福祉財団事務局 

【TEL】03-3248-0691 【HP】https://www.yamato-fukushi.jp/works/award/ 
 

◇東京海上日動あんしん生命 奨学金制度等 /公益社団法人日本フィランソロピー協会 
日本フィランソロピー協会は、東京海上日動あんしん生命保険株式会社と共に、疾病により保護者を失っ

た遺児を対象に、大学へ進学する生徒への給付型奨学金制度を開始しました。経済的な理由により大学進学

や教育の機会をあきらめてしまう方々が本制度により学ぶ機会を得ていただければとの願いにより設立さ

れた制度です。 詳しくは日本フィランソロピー協会のホームページをご覧ください。 
 

【応募期限】平成２９年１０月３１日（火）当日消印有効 

【住所】〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 244 区 

    公益社団法人日本フィランソロピー協会 

【TEL】03-5205-7580 【HP】http://www.philanthropy.or.jp/anshin/2018/ 
 

 

市町村社協お知らせコーナーを設置しました！ 
 

福祉人材研修センターの福祉体験交流プラザに、「市町村社協お知らせコーナー」を設置しまし

た。県内市町村社協の活動がわかる「社協だより」を置いています。 

ぜひ、ご覧ください。自由にお持ち帰りいただけます。 
 

◆問い合わせ先 総務部 TEL 0857-59-6331 
 

 

「感謝の手紙」募集します。 
 

鳥取県長寿社会課では、「感謝の手紙」を募集しています。いつも介護の仕

事を頑張っている職員の方へ、普段伝えたくても伝えられない「感謝の想い」

を手紙を通じて伝えてみませんか？ 

応募方法及び募集内容の詳細は、ホームページに掲載の募集要項をご参照

ください。 
 

◆応募期間 平成 29 年 9 月 1 日（金）～平成 29 年 9 月 30 日（土） 

◆問い合わせ先 とっとり介護フェア運営事務局（㈱ｴﾑｱﾝﾄﾞｴﾑﾄﾞｯﾄｺｰ内）  

【TEL】0857-39-2624 【HP】http://www.pref.tottori.lg.jp/chouju/ 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（９月） 

日付 内容 会場 

 １（金） 平成２９年度県民総合福祉大会/振興 倉吉未来中心 

９（土） 第 30 回全国健康福祉祭あきた大会（～12 日）/地域 秋田県 

１１（月） 生活困窮者自立支援事業第 1 回事例検討会/地域 県立福祉人材研修センター 

１４（木） 苦情受付担当者研修会（東部会場、福祉施設・事業所含む） 県立福祉人材研修センター 

１５（金） えんくるり事業相談員連絡会/地域 まなびタウンとうはく 

１９（火） 支え愛マップづくり啓発研修会（鳥取）/地域 県立福祉人材研修センター 

２２（金） 
支え愛マップづくり啓発研修会（米子）/地域 ふれあいの里 

あいサポ地域実践塾（西部①）/振興 米子市・NPO 法人おおぞら 

２７（水） 社会福祉法人労務管理研修会/振興 倉吉市・上灘公民館 

２８（木） 苦情受付担当者研修会（西部会場、福祉施設・事業所含む） 米子ふれあいの里 
 

 
※各事業･研修等の詳細･申込書は本会ホームページに掲載しています。 

 
県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内  

 
   平成３０年３月の研修室等の利用申し込みの受付を開始しました。        

ホールは利用日の 1 年前、他研修室等は 6 ケ月前から予約を受け付けています。 

講演会、発表会、会議、研修会(介護実習、調理実習等)などにご利用ください。 

平成 2９年４月より申込み等の様式の一部（利用申込書、変更申込書）が新しく 

なりました。ホームページからダウンロードしてご利用ください。     
     

《 問い合わせ先：県立福祉人材研修センター TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》 

 

福祉団体行事予定（９月） 

 ３（日） 第１回乳児保育研修会/育み協 まなびタウンとうはく 

 ７（水） 第２回老人福祉施設職員研修会/老施協 倉吉交流プラザ 

１９（火） 地域若手活動リーダー育成研修会/老ク連 倉吉体育文化会館 

２２（金） 若手情報交換会（東部）/老ク連 県立福祉人材研修センター 

２６（火） 主任児童委員研修会/民協 倉吉未来中心 

２７（水） 若手情報交換会（中部）/老ク連 倉吉体育文化会館 

２９（金） 高齢者健康づくり・介護予防研修会/老ク連 倉吉体育文化会館 


