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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、私たちの身近なところで数多くの課題が生じています。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。 

【開催日】平成２７年６月２５日（木）１３時２０分～１６時２０分 

【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】福祉・保健・医療関係役職員、教育関係者（学校・公民館・教育委員会等）、企業関係者、 

学生、ボランティア、社会福祉に関心のある方      

【参加費】１人１，０００円 

【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 

 【講演①】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(「元気塾 PLUS」代表)  

仲島 正教（なかじま まさのり）氏 

 

 

【講演②】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）                        

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

 

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

     福福祉祉のの就就職職フフェェアア２２００１１５５夏夏ののごご案案内内  
【参加対象】県内の福祉職場に就職を希望される一般の方、来春大学・短大・専門学校などを 

卒業される方、福祉に関心のある方、社会福祉事業を実施されている事業所等 

【開催日】◆東部会場：平成２７年８月１日（土）福祉人材研修センター（鳥取市伏野1729-5） 

      ◆西部会場：平成２７年８月９日（日）米子コンベンションセンター（米子市末広町 294） 

【内容】☆福祉の就職セミナー  

        「福祉職場に求められる人材とは」福祉に携わるうえでぜひとも知っておきたい内容を 

お伝えします。 

   ☆プレゼンテーション  

        参加法人による職場紹介プレゼンテーションを行います。 

       ☆求人面談・情報交換コーナー  

        求人募集予定の法人・事業所の方と直接面談し情報交換の場を設けます。 

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

                  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年年度度傾傾聴聴ボボラランンテティィアア養養成成研研修修ののごご案案内内  
    傾聴ボランティアとは、「話し相手がいない」「ひとりぼっちで寂しい」「悩みを抱えている」 

「不安で誰かに話を聞いてもらいたい」…そのような方の気持ちに、相手の身になってありのまま 

に受け止めて“聞く”お話し相手ボランティアです。本会では、『傾聴ボランテｨア』を地域の人々

を支える活動に活かしていただくための研修を実施します。 

   

【開催日】平成２７年７月３０日(木)、３１日(金) 

  【会場】新日本海新聞社中部本社ホール(倉吉市上井町１丁目１５６番地)  

【対象】公開講義(２時間)･･･どなたでも参加できます(最大 160 名) 

      養成研修(２日間連続)･･･傾聴ボランティアに興味がある方(定員 60名) 

  【講師】特定非営利活動法人ホームファミリーケア協会 理事長 鈴木 絹英 氏 

【参加費】無料 

【日程】             

9：30       11：30 12：30  13：30        16：30 

第１日目

（7/30） 
公開講義 休憩 演習 ロールプレイ実習 

9：30          12：30  13：30     15:30 16：30 

第２日目

（7/31） 
ロールプレイ実習 休憩 

講義＆ロールプ

レイ実習 
講義 

  【申込締切】平成２７年７月８日(水) ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

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

 

 

 

   わわがが町町支支ええ愛愛ママッッププ推推進進事事業業ののごご案案内内    
        

平成２７年度は、支え愛マップづくりを通じた平常時の見守り体制や災害時の避難支援の仕組みづくり等

を支援する「わが町支え愛活動支援事業」と、作成された支え愛マップから地域の福祉課題を抽出し、地域の

実情に応じた支え愛活動の立ち上げに取り組む活動を支援する「わが町支え愛活動ステップアップ事業」の二

事業を実施します。 

  今後、本事業の取組みを検討されている自治会等がございましたら、お近くの市町村社会福祉協議会を通

じて、申請してください。  

 事業種類 対象者 申請締切 

【わが町支え愛活動支援事業】 
（平成２６年度までに支え愛マップづくりに 

取り組んでいない自治会等が対象となります。） 
平成２７年１２月１０日 

【わが町支え愛活動ステップ 

アップ事業】 

（平成２６年度までに支え愛マップづくりに 

取り組んだ自治会等が対象となります。） 
平成２７年９月１０日 

   

 （１）わが町支え愛活動支援事業 

ア、支え愛マップの作成（※必ず行うものとする。） 

イ、支援を必要とする者の特性に応じた個別避難訓練の実施 

ウ、支援を必要とする者への平常時における見守り体制の構築 

エ、支援を必要とする者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施 

オ、その他、支援を必要とする者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業 

 

（２）わが町支え愛活動ステップアップ事業 

ア、（２）のイの実施主体による地域支え愛会議の立ち上げ・運営 

イ、支え愛マップづくりで認識・共有された地域課題の解決に向けた取り組み 

※上記アの事業は必ず行うものとする。 

≪お問合せ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332  FAX 0857-59-6340≫  
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     鳥鳥取取県県社社会会福福祉祉協協議議会会職職員員（（嘱嘱託託))  募募集集ののおお知知ららせせ  
       

  《雇用形態》：非正規職員(嘱託)：期限付雇用 

 《仕事内容》：地域福祉に関する企画等事務補助、団体の会務運営事務、会計、 

総務関係事務等、 

 《雇用期間》：平成 27 年 6 月 15 日～平成 29 年 3 月 31 日(約 1 年 9 月) 

        但し、予算状況及び勤務成績により更新する場合もある。 

  《申込期間》平成 27 年 5 月 25 日～平成 27 年 6 月 5 日 
(土・日・祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時、郵送可:平成 27 年 6 月 5 日午後 5 時必着) 

 

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

     

 

 

県立福祉人材研修センターからのお知らせ 
      

平成２７年１２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、会議、研修会(介護実習、調理実習等)などにご利用ください。 

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

 

 

市町村社協関係行事予定(６月) 
日 付 内 容 会 場 

6/1（月） 
生活困窮者自立支援事業東部地区担当者連絡

会/地域 

県立福祉人材研修センター 

3(水) 
中部総合事務所 

西部総合事務所福祉保健局 

17(水) コミュニティーソーシャルワーク研修①/地域 倉吉未来中心 

18(木) 市町村社協新任職員研修 1/地域 倉吉福祉センター 

25(木) 地域福祉県民講座「第 38 回緑陰大学」/振興 ハワイアロハホール 

26(金) 市町村社協新任職員研修 2/地域 倉吉未来中心 

福祉団体行事予定(６月) 
4（木） 第１回理事会/民協 倉吉市 

12(金) 第１回総会/老施協 新日本海新聞社中部本社 

14(日) 親子ふれあい交流事業/母寡連 米子市他 

17(水)～19(金) (全)第５８回全国私立保育園研究大会/育み協 とりぎん文化会館 

20(土) 
第 45 回知的障がい関係施設親善球技大会/ 

知福協 
ハワイ夢広場他 

行事予定 
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《お問合せ先：総務部 TEL 0857-59-6331        ※この他にもいろいろな企画を計画中です。 

FAX 0857-59-6340》 

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

        

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 年度福祉車両助成事業 日本財団 

日本財団日本財団では、障害の有無や年齢にかかわらず誰もが地域で安心して暮らせる社会を 

目指し、「福祉車両」の助成事業を実施致します。 

【住所】 〒107-8404 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル内 

電話番号：03-6229-5111 

FAX 番号: 03-6229-5110 

【HP】 http://www.nippon-foundation.or.jp/ 

【申込期間】平成２７年６月１５日～６月３０日（１７時まで） 

 
※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。 
 
 
 

平成２７年度会員交流事業実施計画 
実施 

期日 

①  
「ディズニー・ライブ！ミッ

キー＆ミニーのスターをさ

がせ！！」公演【受付終了】 

8/4 

②  秋巡業大相撲倉吉場所 10/23 

③  Kiroro コンサート 2015 8/29 

助成金情報 


