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鳥取県社協ニュース  
平成２７年５月 
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◎◎地地域域福福祉祉県県民民講講座座「「第第３３８８回回緑緑陰陰大大学学」」開開催催ののごご案案内内◎◎  
「緑陰大学」は、福祉に関わる方のみならず、広く一般の地域住民を対象として開催する県民講座です。 

福祉に対する住民一人ひとりの理解や意識の高まりを通じ、地域福祉のより一層の充実を図ることを目 

的としています。 

近年少子・高齢化社会が進む中、私たちは身近なところで数多くの課題を抱えています。社会全体で力

や知恵を出し合い、解決に取り組むことが求められる時代となっています。３８回目を数える本年の緑陰

大学は、「子ども・高齢者と地域住民の関わり」をテーマとした講座を企画しました。 

【期日】平成２７年６月２５日（木）１３：２０～１６：２０ 

【会場】ハワイアロハホール（東伯郡湯梨浜町はわい長瀬５８４） 

【参加対象者】 

（１） 福祉・保健・医療関係役職員 

（２） 教育関係者（学校・公民館・教育委員会等） 

（３） 企業関係者 

（４） 学生、ボランティア、社会福祉に関心のある方 
      
  【日程】 12:20 13:20 13:30        14:50 15:00      16:20  

受付 開会 講演① 休憩 講演② 閉会 

 
  【内容】講演①１３：３０～１４：５０  

           テーマ：『「つながりと感動」を合言葉に地域を変える！ 

               ～大人が変われば子どもは変わる～』 

講 師：教育サポーター 仲島 正教（なかじま まさのり） 氏 

講演②１５：００～１６：２０  

          テーマ：『高齢期の未来は住民力で』 

講 師：ノンフィクション・ライター 中澤 まゆみ（なかざわ まゆみ）氏 

 

【申込期限】平成２７年６月１５日（月） 

【参加費】１，０００円 

《お問合せ先：福祉振興部 TEL 0857-59-6344 FAX 0857-59-6340》 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

県社協だより「志あわせへ」２１０号春号について 
 

 本会の機関紙「志あわせへ（第２１０号・２１１号）」を対象にした 

読者アンケートを実施しています。アンケートにお答えいただいた方 

の中から抽選で 10 名様に景品(3,000 円相当)をプレゼントします。 

みなさまからのご意見・ご感想を参考に充実した誌面を作りたいと 

思いますので、ご協力をお願いします。 

            ※アンケート用紙は、ホームページへも掲載しています。 

   

《お問合せ先：総務部 TEL 0857-59-6331 FAX 0857-59-6340》 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    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 アドレス 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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平平成成２２７７年年度度介介護護支支援援専専門門員員実実務務研研修修受受講講試試験験ののごご案案内内  

試験日 平成２７年１０月１１日（日）午前１０時開始 

会 場 <東部> 福祉人材研修センター（鳥取市伏野 1729-5） 

<中部> 北栄町北条農村環境改善センター（北栄町田井 7-1） 

<西部> ①鳥取大学医学部（米子市西町 86） 

     ②米子市ふれあいの里（米子市錦町 1丁目 139-3） 

     ③米子コンベンションセンター（米子市末広町 294） 

     ④西部総合事務所（米子市糀町 1-160） 

     ⑤米子商工会議所（米子市加茂町 2-204） 

受験案内 平成２７年６月３日（水）より受験の手引きを配布する予定です。 

最寄りの役場等で各自お取り寄せのうえ、試験実施機関へお申し込みください。 

受験の手引きは本会ホームページにも掲載いたします。 

【配布先】県立福祉人材研修センター、県庁（長寿社会課）、福祉保健局、 

     市町村役場、市町村社協  計４５か所 

受付期間 平成２７年６月８日（月）～７月８日（水） 

合格発表 平成２７年１２月１０日（木） 

受験手数料 ７，７００円 

受験資格 ※平成２７年度より改正 

保健・医療・福祉に係る法定資格保有者及び相談援助業務従事者 

（従事期間：通算５年以上かつ従事日数：９００日以上） 

なお、平成２７年度～平成２９年度の試験については、従来の受験資格に該当す

る方も対象となります。（受験の手引きをお読みください） 

受験科目 ※平成２７年度より法定資格保有者の回答免除廃止 

介護支援分野、保健医療福祉サービス分野 全６０問（１２０分） 

≪お問合せ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336  FAX 0857-59-6341≫  

 

    平平成成２２７７年年度度ボボラランンテティィアア体体験験事事業業ののごご案案内内  
ボランティア体験とは、県内の高校生以上の方に、福祉施設での「ボランティア活動」を体験していただ

くものです。県内２６１カ所の受入れ施設の中からあなた自身が活動先を選んでください。高齢者や障がい

のある方、子どもたちと話をしたり作業をしたりなど、いろいろな“体験”があなたの参加を待っています。 

 

【活動期間】◆短期受入れ型：７月２１日（火）～８月３１日（月）の期間に３～４日間連続して活動。 

          ◆継続受入れ型：９月１日（火）～１２月２８日（月）の期間に曜日毎に継続して活動。 

【対象】原則として、県内在住の高校生以上の方。 

【申込締切】平成２７年５月１８日（月） 

【事前研修会】＊活動決定者は全員参加してください。（都合の良い日を選択できます。） 

◆日時：６月２７日（土）及び７月４日（土）午後２時～４時 

活動先施設の概要や活動内容の説明、活動中の注意事項や楽しく活動できる秘訣など実際 

の活動にむけてオリエンテーションを行います。 

 

《お問合せ先：福祉振興部 TEL 0857-59-6344 FAX 0857-59-6340》 
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平平成成２２７７年年度度介介護護専専門門職職研研修修会会((７７月月～～８８月月))ののごご案案内内  
この研修は、介護の知識や技術を高めるための介護講座です。 

内容 東部会場 中部会場 西部会場 講師 

高次脳機能障害  
(1)7 月 2 日（木） 

13:30～16:30 

 大山リハビリテーション病院 

作業療法士 佐野 積 氏 

住環境整備  

～快適な住まい作り～ 
 

(1)7 月 21 日（火） 

13:30～16:30 

 
鳥取県作業療法士会 

新人研修 

（起居・移乗動作他） 

7 月 10 日（金） 

9:30～16:30 
 

  

養和病院  

理学療法士 松永 美幸 氏 

 

さとに田園クリニック  

理学療法士 安住 慎太郎 氏 

 

尾﨑病院  

理学療法士  井坂 徹 氏 

起居・ベッド上での移動 

介助 

8 月 21 日（金） 

13:30～16:30 

(2)8 月 7 日（金） 

9:30～12:30 

 

移乗 ～起き上がり、座

り直し、一連の動作～ 
 

(2)8 月 7 日（金） 

13:30～16:30 

 

ポジショニング  

～起居、寝返り～ 
 

(2)8 月 19 日（水） 

13:30～16:30 

 

ケアに役立つリハビリの

知識と技術（拘縮編）～介

護現場で出来る！拘縮の

予防と改善法～ 

7 月 15 日（水） 

13:30～16:30 

 

(2)8 月 19 日（水） 

9:30～12:30 

 

介護老人保健施設のじま 

理学療法士 可成 孝多 氏 
腰痛を防ぐ、体にやさしい

介助の仕方～身体のしく

みから考える～ 

 
(2)8 月 3 日（月） 

13:30～16:30 

 

口腔ケア(口腔ケアの基礎

知識、加齢による歯、歯磨

き、義歯のお手入れ) 

  
7 月 29 日（水） 

13:30～16:30 
鳥取県歯科衛生士会 

感染症予防、感染症予防ケ

アの方法、リスク管理 

8 月 27 日（木）

13：30～16：30 
 

 鳥取県立厚生病院  

感染管理認定看護師  

福井 昭裕 氏 

嚥下障害(基礎編) 

～嚥下障害へのアプロー

チ、メカニズム、食べる機

能を向上させるための訓

練、嚥下体操～ 

 
(1)8 月 31 日（月） 

13：30～16：30 

 

鳥取赤十字病院 

摂食・嚥下障害看護認定看護

師 森下 智佳 氏 

◆東部会場…鳥取県立福祉人材研修センター（鳥取市伏野１７２９－５） 

◆中部会場…（１）鳥取県立倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９－２） 

 （２）倉吉総合看護専門学校（倉吉市南昭和町１５） 

◆西部会場…米子コンベンションセンター（米子市末広町２９４） 

※参加費用は、講座により受講料が違いますのでご注意ください。 

【申込締切】平成２７年５月２２日（金） 

 《お問合せ先：福祉人材部 TEL 0857-59-6336 FAX 0857-59-6341》 

 

   図書斡旋コーナー    介護のプロへの応援誌 「ふれあいケア 4 月号」のご紹介 
 

特集 日本の未来を担う介護職員の育成・定着  
    今、介護現場においては、仕事のやりがいを感じながらも退職していく職員が後を絶ちません。ま

た、職場での人間関係、給与などの待遇面だけでなく腰痛をはじめとする疾病など、退職の理由はさ

まざまです。 

    介護職員が長く働き続けることができる職場づくりが大きな課題になっています。新たな職員の確

保が今後ますます困難になることが予測されます。そこで介護現場で働く介護職員の採用・育成・定

着の方策などについて考えた座談会、実践レポートが紹介されています。 

  《お問合せ先：総務部 TEL 0857-59-6336 FAX 0857-59-6341》 
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    県立福祉人材研修センターからのお知らせ 
      

平成２７年１１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か月前から予約を受け付けています。 

  講演会、会議、研修会(介護実習、調理実習等)などにご利用ください。  

《お問合せ先：県立福祉人材研修センター《受付：TEL0857-59-6330 FAX0857-59-6360》 
     

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「平成 27 年度要約筆記者養成講習会受講者募集について」               
会場 受講期間 会場 日時 

東部会場 平成 27年 5 月 27 日～ 

10 月 21 日(20 回) 

おおむね毎週水曜日 

県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 

(鳥取市伏野 1729-5) 

10:00～15:00 
西部会場 平成 27年 5 月 29 日～ 

10 月 23 日(20 回) 

おおむね毎週金曜日 

米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里 

(米子市錦町 1-139-3) 

        【申込締切】平成27年5月15日(金)必着 【受講料】3,000円(テキスト代3,400円別途) 

《お問合せ先：鳥取県西部聴覚障がい者センターTEL 0859-32-7338 FAX 0859-32-7392》 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

福祉活動に対する助成金の情報です。詳細はそれぞれの問合わせ先にご確認くだ

さい。 
 
●2015 年「24時間テレビ」38福祉車両寄贈／「24時間テレビ」チャリティー委員会 

「愛は地球を救う」をテーマに、支援をする側、される側という従来の関係を離れ「共生」と 

いう視点から自立を支援するため、『福祉』『環境』『災害援助』の 3つの分野を支援しています。 

福祉車両贈呈は、この中の『福祉』に於ける支援活動の一環として実施しているものです。 

  【住所】〒105-7444 東京都港区東新橋 1-6-1 日本テレビ「24 時間テレビ」 

※福祉車両・電動車いす申し込みの場合…福祉車両係 宛 

           ※福祉サポート車申し込みの場合…福祉サポート車係 宛  

【HP】http://www.24hourtv.or.jp/ 

【応募締切】平成２７年５月２０日（必着） 

 
※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。 

市町村社協関係行事予定(５月) 
日 付 内 容 会 場 

5/8（金） 県社協第１回正副会長会/総務 県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 

15(金) 市町村社協事務局長会議/地域 新日本海新聞社中部本社 

19(火) 県社協第１回理事会/総務 県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 

26(火) 県社協第１回評議員会/総務 県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 

福祉団体行事予定(５月) 
5/12（火） （全）民生委員・児童委員の日活動強化週間／民協  

20（水） 第１回理事会/民協 県立福祉人材研修ｾﾝﾀｰ 

助成金情報 

行事予定 


