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平平成成２２７７年年度度県県民民総総合合福福祉祉大大会会ごご案案内内    
県民の誰もが心豊かに安心して暮らせる福祉社会を確立するためには、県民の福祉の推進に対する 

理解が必要です。そこで、県民の多くが一堂に会し、地域福祉を身近な問題、自らの問題として受け 

止め、福祉のまちづくりに対する理解を深めることを目的とし開催します。            
 

【日にち】平成２７年９月２日(水) 

【会場】米子コンベンションセンター(米子市末広町２９４) 

【対象者】どなたでも参加できます。参加費無料。 

【日程】9:30～受付開始 

10:30～開会式 

11:00～表彰式 

11:30～活動発表 

       「鳥取県手をつなぐ育成会本人部会いちばん星の会」 

11:50～昼食・休憩 

12:40～アトラクション「米子福祉会・和田保育園」 

13:00～講演：「出会いの人生から学んだこと」 

        講師：菊地 幸夫 弁護士 

14:30～閉会 

10:00～15:00                                   

       ◆福祉の店コーナー 

          ※県内の福祉の店の作品展示即売 

 ◆福祉パネル展示コーナー 

《お問合せ先：県民総合福祉大会実行委員会事務局 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」」開開催催ののごご案案内内                    

【会場・日時】●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。 

  ☆求職相談コーナー  

       福祉人材バンク登録や福祉の職場、資格取得方法等についての相談を受付ます。 

       また、情報コーナーを設けて他県の求人情報、福祉人材センター等の発行物もご覧になれます 

【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                                            

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 

【参加費】 無料 （事前の申し込みは不要です。） 

《お問合せ先：福祉人材部 TEL 0857-59-6336 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） 

講師：菊地 幸夫 弁護士 
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平平成成２２７７年年度度ボボラランンテティィアアココーーデディィネネーータターーフフォォロローーアアッッププ  

養養成成研研修修ののごご案案内内  ～～伝伝ええるるココツツをを身身ににつつけけよようう～～  
    

本研修会では、広報をするうえでの「基本的な考え方」から、チラシなどの広報物づくりの「実践的

なノウハウ」まで、広告会社である電通の経験やノウハウを誰にでも分かりやすく、使いやすくまとめ

たテキストを用います。 

また、参加者同士で相互評価するグループワークなどをおりまぜながら楽しく学び、ボランティアコ

ーディネーターのさらなる資質向上を図ることを目的に開催します。 

【日時】平成２７年９月２５日(金)１０時～１５時           

【場所】倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９－２） 

【対象】本会主催のボランティアコーディネーター養成研修会を過去に受講 

された方。実際にボランティアコーディネーター業務をされている方。 

【講師】古賀 桃子 氏（特定非営利活動法人ふくおかＮＰＯセンター代表） 

*10：00～12：00 講義と演習「伝えるコツをやってみよう」 

*13：00～15：00 講義とワークショップ「広報物から学ぼう」 

【参加費】無料 テキスト代５００円（税込）※当日受付でお支払いください。 

    【申込締切】平成２７年９月１１日（金） 

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

平平成成２２７７年年度度社社会会福福祉祉法法人人経経営営者者セセミミナナーーののごご案案内内  
今回の社会福祉法人制度改革は、社会福祉法人本来の原点に立ち返り、経営組織の強化、情報開示の

推進、内部留保の位置づけの明確化と福祉サービスへの投下、社会貢献活動の義務化など公益性、非営

利性を徹底する内容となっています。地域包括ケアシステムでは、住民主体のもと、専門職・専門機関

や自治体・企業等と協同していく地域の生活支援の仕組みづくりが求められています。 

このような状況のなか、社会福祉法人の未来と将来の展望と対応について、介護保険事業にかかわる

法人のみならず、すべての社会福祉法人経営に資することを目的に本研修会を開催します。 

【日時】平成２７年９月１０日（木）１４時～１６時 

【会場】福祉人材研修センター（鳥取市伏野 1729-5） 

【研修内容】（１）速報改正社会福祉法 

      （２）社会福祉法人の未来と将来 

【講師】ウェルフェアー・ユナイテッド株式会社 代表取締役社長 本間 秀司 氏 

【参加対象】社会福祉法人経営職層、管理職層等 

【参加費】(資料代) 一人につき２，０００円 ※当日受付でお支払ください。 

【申込締切】平成２７年９月３日(木) 

《お問合せ先：県民総合福祉大会実行委員会事務局 TEL 0857-59-6344 FAX 0857-59-6340》 
 

平平成成２２７７年年度度社社会会福福祉祉法法人人会会計計実実務務研研修修会会ⅠⅠののごご案案内内  
  社会福祉法人会計実務研修会Ⅰでは、『新会計基準版』社会福祉法人会計簿記講座テキストを用い、

講義と演習を織り交ぜながら学び、新会計基準の理解を図り会計実務能力の向上を目的に開催します。 

【日時】平成２７年９月１５日（火） 

 【会場】福祉人材研修センター（鳥取市伏野1729-5） 

  【参加対象】会計事務担当者、監事等 

  【講師】ＴＫＣ全国会社会福祉法人経営研究会所属 

福田裕一税理士事務所 所長・税理士 福田 裕一 氏 

【参加費】※当日受付でお支払いください。 

      テキスト要の方、テキスト代を含む・・・４，０００円(一人につき) 

      テキスト不要の方・・・２，０００円(一人につき) 

  

  

 

【申込締切】平成２７年９月８日(火) 

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

講師：古賀 桃子 氏 

「新会計基準」版 社会福祉法人会計簿記テキスト 入門編・初級編 
（社会福祉法人会計簿記講座テキスト作成委員会 編 実務出版）  税込価格 2,263 円 
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平平成成 2288 年年度度新新設設  

介介護護職職員員実実務務者者研研修修通通信信課課程程ののごご案案内内  
介介護護のの現現場場でで働働くく方方のの介介護護福福祉祉士士受受験験資資格格取取得得をを社社協協がが応応援援ししまますす。。  

介護福祉士の資格取得方法が見直され、平成２８年度国家試験より、これまでの３年間の実務経験 

に加え「実務者研修(４５０時間)の受講が義務付けられました。 

全国社会福祉協議会中央福祉学院では、福祉人材育成における長年の実績とノウハウ、全国の社会 

福祉協議会のネットワークを活かし、来春、【介護職員実務者研修通信課程】を開講します。 

全社協が新たに作成する学習テキストを使用し、通信教育は年間 1万人の受講生を支える中央福祉 

学院が行います。スクーリング（介護課程Ⅲおよび医療的ケア演習）は、本会が実施します。 
 

“社協”が実施する質の高い教育 

     理解がすすむオリジナルテキスト 

     無理なく学べる２学期制  

【受講期間】2016 年 4月 1 日～12月 31 日（９ヵ月間） 

【学習内容】自宅学習および課題提出（19 科目※）とスクーリング（介護過程Ⅲ（45 時間）＋医療的

ケア演習）により行います。※保有資格によって受講科目数が異なります。 

 

学習スケジュール 受講期間は９ヵ月！ 
44 月月  55 月月  66 月月  77 月月  88 月月  99 月月  1100 月月  1111 月月  1122  月月  １１月月  

自自

宅宅

学学

習習  

11 学学期期((３３ヵヵ月月))  

自自宅宅ににてて  

学学習習＆＆課課題題提提出出  

２２学学期期((３３ヵヵ月月))  

自自宅宅ににてて  

学学習習＆＆課課題題提提出出  

  

  

 

ススククーーリリンンググ  

・・介介護護過過程程ⅢⅢ〈〈４４５５時時間間〉〉  

・・医医療療的的ケケアア演演習習  
 

※スクーリングの日程、申込方法や受講料など詳しいご案内は、１０月１日以降､本会ホームページ 

にてご案内します。 

《お問合せ先：福祉人材部 TEL 0857-59-6336 》 
 

      
鳥鳥取取県県立立福福祉祉人人材材研研修修セセンンタターー利利用用促促進進イイベベンントト  

「「介介助助犬犬ががややっっててくくるる！！みみんんななでで支支ええ愛愛フフェェススタタ」」    
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。 

  【日時】平成 27 年 10 月 3 日（土）11：30～15：00  

     【会場】鳥取県立福祉人材研修センター（鳥取市伏野１７２９-５） 

 〇兵庫介助犬協会スタッフと PR 犬による介助犬の説明・実演 

〇鳥取商業高等学校吹奏楽部演奏会  
 

〇災害時炊き出し訓練 実演・試食会     

〇「おじいちゃん・ おばあちゃんの絵」絵画展  

〇鳥取県共同募金会活動紹介 

〇東日本震災復興支援コーナーの被災地応援グッズの販売 

〇福祉の店 パン・洋菓子・コーヒー等販売 など 

〇ふれあい移動動物園開催。（ヤギ、ヒツジ、うさぎ、陸ガメ、ゴールデンレトリーバー・  

トイプードル他がやってきます。※動物の体調により多少変更あり） 

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

介介

護護

福福

祉祉

士士

国国

家家

試試

験験 

    

修修  

  

了了  
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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せ先に 

ご確認ください。 

●第１６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  
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おし進め、障がい者に 

働く喜びと生きがいをもたらしている人の中から毎年２名の方に「ヤマト福祉財団小倉昌男賞」を贈っ 

ています。  

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

【TEL】03-3248-0691 【FAX】03-3542-5165  

【HP】http://www.yamato-fukushi.jp/ 

【申込期間】平成２７年７月１日(水)～９月１５日（火） 

●平成２７年度「植山つる児童福祉研究奨励基金」研究助成の募集 全国社会福祉協議会 
この研究助成は、故植山つる氏（元淑徳大学名誉教授）からの御寄付を財源として昭和５３年度に 

発足後、現在は児童福祉施設に働く保育士ならびに指導員等職員に対象を拡大しています。 

自らの技術と専門性を高めるため研究活動に励む保育士等職員に対し、研究費の一部を助成します。 

【住所】〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

     社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部 担当：土谷様・今井様 

植山つる児童福祉研究奨励基金運営委員会 

 【TEL】03-3581-6503 【FAX】03-3581-6509 

【HP】http://www.shakyo.or.jp/sponsor/20150630_turu.html 

【申込締切】平成２７年９月４日（金）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(８月) 
日 付 内 容 会 場 

４(火)・５(水) ボランティアコーディネーター養成研修/振興 倉吉福祉センター 

１０（月） 
あいサポートメッセンジャー養成研修（西部）/振

興 
西部総合事務所 

１２（水） 
あいサポートメッセンジャー養成研修（中部）/振

興 
倉吉体育文化会館 

１９（水） あいサポート研修公開講座（西部地区）/振興 
大山町保健福祉センター 

なわ 

２４（月） 
あいサポートメッセンジャー養成研修（東部）/振

興 
県立福祉人材研修センター 

２５（火） 
市町村社協ボランティアセンター連携強化会議/

振興 
倉吉市上井公民館 

２５（火） 
地域で取り組む福祉教育・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事

業実施担当者会議/振興 
倉吉市上井公民館 

福祉団体行事予定(８月) 

２６（水） 知的障害者相談員研修会/育成会 倉吉市伯耆しあわせの里 

行事予定 

助成金情報 


