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平平成成２２７７年年度度福福祉祉学学習習推推進進フファァシシリリテテーータターー養養成成講講座座ごご案案内内  
福祉教育・学習は、福祉に関わる問題の解決に向けて住民がどのように行動していくかを考え深めていく学び

です。ただ一方的に話すのではなく、参加者の思いや力を引出し主体的にかかわってもらうため、ともに学び、

育ちあう場を創造する力が必要となります。そこで「ファシリテーション」という技術を使って、思いや経験、知識、

意欲を引き出しながら問題解決を図っていく方法を学ぶことを目的として開催します。 

  

【日時】平成２７年１１月２７日（金） 午前９時５０分～午後３時 

   【会場】エキパル倉吉 多目的ホール ※ＪＲ倉吉駅駅舎内１階 

（倉吉市上井１９５ 電話０８５８－２４－５９６３） 

【受講対象】福祉学習の活動推進者 

    市町村社協役職員（地域福祉担当・ボランティアコーディネータ

ー等）、社会教育機関の職員（教育委員会、公民館職員等）、 

学校の福祉教育担当職員、福祉学習サポーター、民生委員児 

童委員等の福祉学習活動支援者 

【テーマ】「福祉教育を推進するチカラ ～ファシリテーターのスキルを学ぼう～ 」 

      ■講師：日本福祉大学全学教育センター  助教 佐藤 大介 氏 

■講師：一般社団法人ウェルビー・デザイン 理事長 篠原 辰二 氏 

【申込期限】：平成２７年１０月２７日（火）  【受講料】無 料 

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

  

♪♪  県立福祉人材研修センター利用促進イベントのご案内♪♪  
         ～ 介助犬がやってくる！ 『みんなで支え愛フェスタ』 ～ 
「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     

として広く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。 

 【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） 

 【開催内容】 
11：30    12：00   12：30   13：00 13：05     13：30      14：00     14：30    15：00 

ホール 

  

 

開
会
式 

介助犬のお話と実演（ＰＲ犬） 

吹奏楽演奏会 

（鳥取商業高校吹奏楽部） 

  

ロビー 

〇アルファ米（非常時米）調理実演、災害時炊き出し訓練試食会【１００色】 

〇「おじいちゃん・おばあちゃんの絵」絵画展 

〇福祉の店 

プラザ 

〇陶の会作品展＆チャリティー即売会     〇ことぶき盆栽展 

〇共同募金会ふうせんプレゼント        〇震災復興支援グッズ販売 

〇介助犬デモンストレーション（１４：００～） 

多目的 

グラウンド 

ふれあい移動動物園「大山トムソーヤ牧場」（１３：００～１４：００休憩） 

（雨天時は北側ウッドテラスにて開催） 

《 お問合せ先：総務部 TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》  

                  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） 

※ファシリテーターとは 

福祉教育・福祉学習の場面で、話し合い

の場をつくり、人と人をつなぎ、みんなの

力を引き出し、思いをまとめ、合意形成や

問題解決を図っていく役割を担う人  
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ととっっととりりいいききいいききシシニニアアボボラランンテティィアアババンンクク「「生生涯涯現現役役」」登登録録者者募募集集ののごご案案内内  
過疎化や人口減少が進む中、元気な高齢者の方には地域の担い手や地域の活性化のために活躍いただ 

くことが期待されています。高齢者の方が有する資格、技能、特技などを地域に還元していただくとともに、地 

域での活躍を後押しするため、とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」を設置しました。ぜひ、シニアバンク 

に登録してください。 

✿登録申請ができる方 

資格、技能、特技を有する県内在住の60歳以上の方で、次のような場所で講師、指導者等として 

活動が可能な方 

（例）公民館活動、高齢者大学、老人クラブ、社会福祉施設、放課後児童クラブ、学校支援ボランティア、 

児童・生徒の学習支援の場、その他県・市町村等が開催する催事など 

  

✿登録する資格、技能、特技の例 

【資格に係るもの】 

    教員、保育士、保健師、栄養士、看護師、調理師、理学療法士、健康運動実践指導員、スポーツ 

指導員、審判員、つりインストラクター、シニアライフアドバイザー、通訳、ＰＣインストラクターなど 

【技能に係るもの】 

    伝統工芸、大工、染色、織物、木工など 

【特技に係るもの】 

     書道、絵画、歌唱、カラオケ、社交ダンス、生け花、茶道、手芸、楽器演奏、ステンドグラス製作、 

切り絵、ちぎり絵、版画、陶芸 俳句、短歌、ガーデニング、野菜栽培、着付け、フラワーアレン 

ジメント、絵手紙など 

 （※シニアバンクでは、上記以外にも様々な資格等をお持ちの方を募集しています！） 

 

✿登録後の流れ 

（１）シニアバンクに登録すると、専用のホームページに掲載されます。 

    ※お名前以外の個人情報は掲載しません。お名前はニックネームにすることもできます。 

（２）活動依頼者から事務局に照会希望があった場合、事務局は登録者に連絡先等を伝達します。 

（３）登録者は、日時、場所、謝礼など具体的な内容について、活動依頼者と直接調整します。 

（４）活動の実施 

（５）登録者は、活動実績を事務局へ報告していただきます。 

   ※この事業は、シニアバンク登録者についての情報提供であり、登録者の派遣やあっせんを行う 

    ものではありません。登録により活動を保証するものではないことをご承知ください。 

随時受付をしています。 

登録の更新は１年ごとに行い、特に申し出のない場合は次年度も登録を継続します。 
                          

                        

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

登録内容【例】 
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鳥鳥取取県県福福祉祉研研究究学学会会「「第第 99 回回研研究究発発表表会会」」発発表表募募集集ののごご案案内内  
この研究発表は、社会活動に関わる活動、研究等を行っている方が日頃からの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！！ 

 ★詳しくはホームページををご覧ください。 

発表対象者 鳥取県内に所属・在住する福祉に関する業務に従事している者、福祉に関する調査・ 

研究をしている者、その他福祉に関心を持つ個人・団体 

募集内容 （１） 口述発表（２）ポスター発表 

表彰 口述発表から「学会奨励賞」を選び、表彰するとともに、研究・実践を奨励します。 

また、最優秀研究については「県知事賞」として推薦します。 

■県知事賞 賞状および１０万円を贈呈 

■学会奨励賞 賞状および２万円を贈呈 

応募締切 平成２８年１月８日（金） 

発表会開催日程 平成２８年２月２０日（土） 

《 お問合せ先：鳥取県福祉研究学会事務局 TEL 0857-59-6336 FAX 0857-59-6341 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村社協関係行事予定(１０月) 
日 付 内 容 会 場 

3（土） 孫育てマイスター講座（東部）/振興 さざんか会館 

6(火) シニアボランティア養成講座②（生活支援型）/振興 さざんか会館 

8(木) 
シニアボランティア養成講座②（生きがい・健康促進型）

/振興 
米子ふれあいの里 

13(火) 
シニアボランティア養成講座②（生きがい・健康促進型）

/振興 
さざんか会館 

15(木) シニアボランティア養成講座②（生活支援型）/振興 米子コンベンションセンター 

20(火) 社会福祉法人法律問題勉強会/振興 まなびタウンとうはく 

20(火) シニアボランティア養成講座③（生活支援型）/振興 さざんか会館 

22(木) 
シニアボランティア養成講座③（生きがい・健康促進型）

/振興 
米子ふれあいの里 

27(火) あいサポーター地域実践塾/振興 米子コンベンションセンター 

27(火) 
シニアボランティア養成講座③（生きがい・健康促進型）

/振興 
県民ふれあい会館 

28(水) 社会福祉法人会計実務研修会Ⅱ/振興 倉吉未来中心 

29(木) シニアボランティア養成講座②（生活支援型）/振興 米子商工会議所 

31(土) 孫育てマイスター講座（中部）/振興 倉吉体育文化会館 

福祉団体行事予定(１０月) 
10（土） 第２２回鳥取県手をつなぐスポーツ祭り/育成会 県民体育館 

22(木)・23 日(金) 
平成２７年度中国四国社会就労センター職員研修会/

就労協 
米子コンベンションセンター 

23(金) 第２回施設長研修会/育み協 倉吉未来中心 

24(土) 障害児保育研修会（西部会場）/育み協 米子国際ファミリープラザ 

  25（日） 障害児保育研修会（東部会場）/育み協 県立福祉人材研修センター 

31(土) 中国四国ブロック地域指導者育成セミナー/県肢連 ホテルモナーク鳥取 

行事予定 
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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２８年４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、映画上映会(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:TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》 
 

 
 

 
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。 

平成 27 年度「ＮＰＯ基盤強化資金助成」 損保ジャパン日本興亜福祉財団 
  損保ジャパン日本興亜福祉財団では、社会福祉に関する活動を行う団体を対象として「組織の強化と事業 

活動の強化の助成」と「認定ＮＰＯ法人取得資金の助成」の２つのプログラムで助成先を募集します。 

【募集期間】平成 27 年 9 月 15（火）～10 月 30 日（金）17 時まで 

【募集地域】西日本地区  ※募集要項で詳細を確認の上、期間内にお申込みください。 

【お問合せ先】〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団 

【電話番号】03-3349-9570 【FAX】03-5322-5257   

   【HP】http://www.sjnkwf.org/ 

 

平成 28 年度年賀寄附金配分事業 日本郵便株式会社 
 寄附金付き年賀はがきによる寄附金は、総務大臣の認可を経て法律で定められた 10 の事業を行う全国各地の

多くの団体に配分され、地域及び社会の発展、環境保全に大きく貢献してきました。 

 平成 27 年度年賀寄附金配分団体の申請受付が開始されます。対象となる事業等はリンク先にて御確認ください。 

【申請受付期間】平成 27 年 9 月 14 日（月）～11 月 13 日（金）（当日消印有効） 

【お問合せ先】〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目３番２号  

日本郵便株式会社 総務部 環境・社会貢献室 年賀寄附金事務局  

【HP】http://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/h270831_01.html 

 

 

  

※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。 

助成金情報 


