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鳥取県社協ニュース  
平成２７年１２月 
【第１３２号】 

                  

 

 
 

     

 

 

           

 

 
  

☆小小地地域域福福祉祉活活動動推推進進研研修修会会ののごご案案内内“イマドキの地域福祉”を考える  

住み慣れた地域で可能な限り暮らしていける「地域包括ケア」の構想のもと、プロの介護サービスと合わ

せ、小地域福祉活動は今や欠かせない社会のチカラと目されるようになった。時代を問わず揺らぐことのな

い地域福祉の基本「困っていればお互いさま」を、社会の変革の中でいま、改めて見つめ直す。あわせて、

地域の企業や団体、公的機関のサービスとも力を合わせた、困った人を見逃さない“イマドキの地域福祉”

を目指して考える。 

【日時】平成２７年１２月１１日（金）１３：３０～１６：００ 

【場所】倉吉未来中心（倉吉市駄経寺町 212-5） 

【参加対象者】地域福祉に携わっておられる方、地区社協関係者、民生委員・児童委員、福祉(推進)委員、

愛の輪協力員、サロン関係者、ボランティア活動参加者、地域振興・まちづくり関係者等、

地域福祉関係職員（市町村社協、地域包括支援センター、行政機関等） 

《第１部》講演（１３：４０～１４：２０） 
 

“イママデドオリ”から生まれる“イマドキ”～地域包括ケアの時代を迎えて～ 
☆ＳＯＳを発することなく困っている人に「気づく」こと、プロの支援にも結びつけることの 

できる専門機関のネットワーク☆ 

“イマドキ”の地域福祉への進化を目指す上で、地域包括ケアの意義を学び、“イママデド 

オリ”からの上手な発展について考える。 

【講師】桃山学院大学 副学長・教授 松端 克文 氏 

《第２部》 事例紹介／シンポジウム（１４：３０～１６：００）  
 

☆鳥取で実践中！“イマドキ”の地域福祉 

住民との触れ合いからの「気づき」、専門の支援機関との連携―大きくはない街だからこそ、 

さまざまなアイディアを駆使して一歩進んだ効果を狙う。 

小地域福祉活動から生まれる相乗効果、「地域包括ケア」実践に向けた協働のあり方を考える。 

事例紹介・シンポジスト～移動販売「ひまわり号」と御用伺い～ 

◇(有)安達商事：代表取締役 安達 享司 氏 

◇住民で運営するお店＆サロン「オアシス宝木」 

：「オアシス宝木」代表 本部 享司 氏ほか１名調整中 

 

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

☆福福祉祉のの就就職職フフェェアア２２００１１６６冬冬ごご案案内内  
    【日時】平成２８年１月１７日（日）１３時～１６時３０分 

  【会場】倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９―２） 

  【内容】☆福祉の職場説明会 （１３：１０～１４：１５） 

       福祉事業所職員による職場説明・プレゼンテーション 

        福祉人材センター職員による求人動向・資格等の概要説明                                 

 

       ☆福祉の就職面談・相談会 （１４：３０～１６：３０） 

        福祉の就職面談コーナー、福祉の事業所質問コーナー、 

福祉職場など各種相談コーナー、資料情報コーナー 

《 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 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） 

《対象》 

●県内の社会福祉施設等に就職を

希望される一般の方 

 ●大学・短大・専門学校などに在

学中、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 
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☆福福祉祉人人材材採採用用力力向向上上研研修修会会ののごご案案内内  
本セミナーでは、事業所の特色や魅力を効果的に PRし、求職者に選ばれる事業所となるためのノウハウを、 

人材確保支援のプロから実践的に学びます。また、人材確保についてのお悩み解決の時間も設けています。 

職場に帰ってから、即活かせる内容となっていますので、積極的なご参加をお待ちしております！ 

【日時】平成２７年１２月２１日(月)１３：００～１６：４０ 

【場所】倉吉体育文化会館 (倉吉市山根５２９－２) 

【対象】県内の福祉サービス提供法人・事業所の施設長及び採用担当者(定員１００名) 

【講演内容】テーマ：「『らしさ』を磨くことから始まる採用改革」 

      講 師：らしさ研究所 代表 門野 友彦 氏 

【日程】  

  時 間 内  容 

１２：３０～ 受付 

１３：００ 

  ～ 

１６：３０ 

講義 
①採用成功ノウハウを確認する勝ち組に共通する

スタンス 

個人研究・グループワーク 
②自法人のらしさを磨く 

③今抱えている採用課題を解決する（質疑応答） 

１６：３０～

１６：４０ 
福祉人材センターからのお知らせ 

【締切日】平成２７年１２月１４日（火） 

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

 

☆平平成成２２８８年年度度大大学学進進学学支支援援基基金金制制度度ののごご案案内内  
大学への進学を支援する目的に創設した「大学進学支援基金制度」について、平成２８年度に大学進学 

を予定されている生徒（県内の高等学校または高等専修学校に在籍）を対象に募集を行います。 

【制度の概要】 

  大学進学を予定されている高校生または高等専修学校の方で、ご家庭の経済的理由等で支援が必要と 

される方（１０名）を対象に、進学支援金として１０万円を支給するものです。 

【応募資格】   

県内に在住し、平成２８年度に４年制大学への進学を希望しており、次の㋐～㋒のいずれかの要件に該

当する世帯に属している学業成績が優秀な生徒 

㋐主たる生計維持者の市町村民税所得割が非課税である世帯 

㋑雇用情勢の悪化等により、主たる生計維持者が離職中であり大学進学が困難な状況にある世帯 

㋒本人が児童養護施設等に入所し、保護者からの支援が得られない世帯 

【応募期限】平成２７年１２月１８日（金）＊当日消印有効 

 

 ※詳細は鳥取県社会福祉協議会平成２７年度大学進学支援基金受給希望者募集要項をご覧ください。 

《 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からのお知らせ 
      

平成２８年６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、発表会、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:TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》 
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☆平平成成 2277 年年度度ああいいササポポーータターースステテッッププアアッッププ研研修修  
手手話話にによよるるココミミュュニニケケーーシショョンン実実技技研研修修会会    

聴覚障がいの理解を深めるため、あいサポート運動の推進に積極的に取り組んでいただいている 

“あいサポートメッセンジャー”や“あいサポート企業・団体”その他関心をお持ちの皆様を対象に、 

手話によるコミュニケーション実技研修会を開催します。 

【開催日時】 

 

 

 

 

 
 
 

  【内容】◎ステップ１：聴覚障害を理解しよう！ 

      ◎ステップ２：手話、指文字を覚えよう！ 

             日常生活で役立つ手話によるコミュニケーション  

 【講師】公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 

【申込締切】開催日の一週間前まで 

  

《 お問合せ先：福祉振興部 TEL 0857-59-6344 FAX 0857-59-6340 》 
 
                図書斡旋のお知らせ 
     

     全国社会福祉協議会より出版されている福祉の書籍・雑誌を紹介します。 

閲覧・注文も承っていますので、お気軽にお尋ねください。 

 

書籍 ◇財務諸表の作成と情報開示のポイント  

    社会福祉法人での会計実務を担当されている皆さんの 

チェックポイントを中心としてわかりやすく解説しています。 

社会福祉法人の会計実務者必携の一冊です。   

 

価格： 2,484 円(本体：2,300 円) 

 
 雑誌 ◇月刊福祉 

社会福祉の新しい方向を探る総合月刊誌。社会福祉をめぐる 
諸課題、制度・政策の動きや地域におけるさまざまな実践事 

例などの最新情報を紹介。福祉関係者必読の情報誌。 

12 月号の特集：ボランティアの変遷と今 

 
価格：1,049 円(本体：971 円) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

価格：627 円(本体：581 円)         価格：1,049 円(本体：971 円) 

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

【東部会場】平成 27 年 12 月 7 日（月）13:30～15:30 

      県立福祉人材研修センター （鳥取市伏野 1729-5） 

【中部会場】平成 27 年 12 月 17 日（木）13:30～15:30 

      県立倉吉体育文化会館（倉吉市山根 529-2） 

【西部会場】平成 27 年 12 月 18 日（金）13:30～15:30 

      米子コンベンションセンター（米子市末広町 294） 



4 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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。 

全互協第 17 回社会貢献基金助成 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 
 高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、環境・文化財保全、国際協力・交流、調査研究事業など 

社会貢献に資するあらゆる事業を対象にして助成を行います。 

    【募集期間】平成 27 年 10 月～平成 28 年 2 月末日（必着）  

   【お問合せ先】〒105－0004 東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル 9F 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

【電話番号】TEL 03-3596-0061 【FAX】 03-5572-1443  

   【HP】http://www.zengokyo.or.jp/ 

 

      
  

 

※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（１２月) 
日付 内容 会場 

2（水） とっとり孫育てマイスター講座（東部①）/振興 県立福祉人材研修センター 

4（金) とっとり孫育てマイスター講座（西部①）/振興 米子市公会堂 

7（月） あいサポーターステップアップ研修（東部）/振興 県立福祉人材研修センター 

8（火） 
第２回市町村社協ボランティアセンター連携強化会

議/振興 
上井公民館 

9（水） とっとり孫育てマイスター講座（東部②）/振興 県立福祉人材研修センター 

11（金） とっとり孫育てマイスター講座（西部②）/振興 米子市公会堂 

14（月） とっとり孫育てマイスター講座（中部①）/振興 倉吉体育文化会館 

17（木） あいサポーターステップアップ研修（中部）/振興 倉吉体育文化会館 

18（金） あいサポーターステップアップ研修（西部）/振興 米子コンベンションセンター 

21(月) とっとり孫育てマイスター講座（中部②）/振興 倉吉体育文化会館 

福祉団体行事予定(１２月) 
12（土） 家庭生活支援員養成研修会①/母寡連 上井公民館 

19（土） 家庭生活支援員養成研修会②/母寡連 上井公民館 

行事予定 

助成金情報 


