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鳥取県社協ニュース  
平成２７年１１月 
【第１３１号】 
                  

 

 
 

    

 

 

           

 

 
  

  

「「生生活活困困窮窮者者自自立立相相談談支支援援セセミミナナーー」」開開催催ののごご案案内内  
生活困窮者自立支援法の施行により、様々な課題を抱えた困窮者への支援が行われているところで 

すが、中でも仕事に就けない状態で長期に自宅などに引きこもっている人に対する社会とつながるき 

っかけづくりや就労にむけた支援は大きな課題となっています。 

この課題に対し、国の施策や制度にこだわることなく、引きこもり者への支援を通じた地域づくり 

に取り組んだ藤里町社会福祉協議会の実践を学ぶことにより、みんなで支え合う地域づくりを目指す 

ため、セミナーを開催します。 

【日時】平成２７年１１月６日（金）１３時３０分から１６時３０分まで 

【場所】鳥取県立福祉人材研修センター ホール（鳥取市伏野 1729-5 ℡ 0857-59-6332） 

【参加対象者】県市町村行政職員（福祉事務所、教育委員会等）、県市町村社会福祉協議会役職員、

生活困窮者自立支援ネットワーク機関役職員、民生委員、児童委員、社会福祉士、介

護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、その他福祉関係者等 

【定員】２００名程度 【参加費】無料 

【日程】 

13:00  13:30  13:40          15:40         16:10     16:30 

受付 開会 講演 行政説明 質疑・応答 閉会 

 

【講演内容】演題:ひきこもり支援から見えた地域福祉の可能性 ～ひきこもり者の力を町づくりに～ 

講師:社会福祉法人藤里町社会福祉協議会  

         会長兼上席事務局長 菊池まゆみ 氏 

《 お問合せ先：地域福祉部 TEL 0857-59-6332 FAX 0857-59-6340 》 

 

＊＊＊＊＊気づきハンドブックを発行しました。＊＊＊＊＊ 
このたび鳥取県社協では、支え合いの基盤となる小地域での住民福祉意識の 

向上に繋げようと「気づきハンドブックを作成しました。 

このハンドブックは、日常生活の中から持てる〝気づき〟の視点、支え合いの在り方など 

についてストーリー仕立てで、分かり易く紹介しています。 

身近な人のちょっとしたサインに気づく事の大切さ、困ったときに住民で一緒になって考え、 

地域の中で支え合うことの大切さを、このハンドブックから感じてもらえると幸いです。 

住民座談会や福祉学習の場などあらゆる機会に活用することができます。 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

《 お問合せ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 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） 

気づき合い、支え合うことで

生まれる思いやりの心 

＊STEP１～９ 

＊取り組み①～③を 

紹介しています。 



2 

 

 

 

 

 

平平成成 2288 年年度度４４月月開開講講  

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受受講講者者募募集集中中！！！！  
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】平成２８年４月１日～平成２８年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。 

    【申込受付】平成２７年１０月１日(木)～１１月２０日(金) 

 

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  

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

  

  

  
 

 

 

 

 

10 月 27 日～30 日の 4 日間、鳥取県議会と江原道議会の友好交流を図る相互交流の一環として、 

江原道（カンウォンドウ）議会訪問団 10 名が来県されました。 

県内各地を視察される中、10 月 29 日には鳥取県立福祉人材研修センター（以下「センター」という。）

を来訪されました。センターでは、福祉人材の育成、バリアフリーへの取り組みについて説明するとともに、

実際に実習、研修風景やバリアフリーの設備を視察いただきました。 

 

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

  
 

介介

護護

福福

祉祉

士士

国国

家家

試試

験験 

    

修修  

  

了了  
 

 

안녕하세요 

アンニョンハセヨ 

こんにちは 
韓国江原道議会訪問団 

「鳥取県立福祉人材研修センター」

来訪 
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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 年度福祉人材研修センター利用促進イベントが 10 月 3 日(土)に行われました。 

   イベントでは、介助犬（PR 犬）のお話と実演、鳥取商業高等学校吹奏楽部演奏会を 

はじめ、災害用炊出し訓練試食会として豚汁、アルファ米(非常時米)の提供を行いました。 

    また、天候にも恵まれ、多目的広場で開催の大山トムソーヤ牧場の「ふれあい動物園」が 

開かれ多くの来場者に動物とのふれあいを楽しんでいただきました。 

 今年もたくさんの方に協力いただき大盛況で終えることが出来ましたことをお礼申し上げます。 

 ✿ 来場者：約３００名  

✿「おじいちゃん、おばあちゃんの絵」絵画展出展作品数：244 名 

  

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

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

 

平成２８年５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。 

JT NPO 助成事業～地域コミュニティの再生と活性化にむけて～ 

ＪＴグループのＮＰＯ助成にあったては、地域社会を支えている人々や次世代の社会を担う人材を対象と

し、地域と一体となって「地域コミュニティの再生と活性化」に取り組む事業を支援します。 

 【募集期間】平成２７年１０月１日（木）～１１月２０日（金）（１１月２０日必着） 

【お問合せ先】〒105-8422 東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル 

CSR推進部 社会貢献室  日本たばこ産業株式会社 

【電話番号】 03-5572-4290【FAX】 03-5572-1443  

    【HP】http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/index.html 

 

 
 

助成金情報 

鳥取商業高校吹奏楽部 

介助犬（PR 犬）のお話 

「ふれあい動物園」 
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※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(１１月) 
日 付 内 容 会 場 

  11/5（木） 高齢者健康運動会(東部地区)/地域 
県民体育館(コカコーラ・ 

ウエストパーク) 

    10(火) 県社協第２回評議員会/総務 県立福祉人材研修センター 

12（木） 福祉のお仕事移動相談会(米子)/人材 ハローワーク米子 

   18（水） 災害ボランティアセンター運営模擬訓練 in 境港市/振興 境港市社協・浜の里 

27（金） 福祉のお仕事移動相談会（倉吉)/人材 ハローワーク倉吉 

27（金） 福祉学習推進ファシリテーター養成講座/振興 エキパル倉吉 

福祉団体行事予定(１１月) 
11/8（日） 第２回食育研修会/育み協 倉吉未来中心 

8（日） 第２回乳児保育研修会/育み協 倉吉未来中心 

11（水） 介護の日啓発イベント/老施協 鳥取駅・倉吉駅・米子駅 

14（土） 第５０回鳥取県肢体不自由児者父母の大会/県肢連 
米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里 

15（日） 若年母子家庭研修会/母寡連 米子市 

18（水） 第２回協議員会・合同研修会/児入協 県立福祉人材研修センター 

19（木） 職員研修会/知福協 伯耆しあわせの郷 

26（木） 全国老施協タウンミーティング/老施協 ブランナールみささ 

28（土） ライフサポーター研修会/母寡連 倉吉上井公民館 

行事予定 


