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平平成成 2277 年年度度ココミミュュニニテティィソソーーシシャャルルワワーークク実実践践力力強強化化研研修修ごご案案内内  

 市町村社協は、常に地域福祉の今日的な課題をうけとめ、その解決に向けた取り組みを行うことが

求められています。本研修では、社協ワーカーが、ケース教材を使った討論を通じて、実践力（理論

的知識と実践的な知見）や多角的な問題分析力、問題解決能力を向上させることを目的に開催します。     

【日時】平成 28 年 1 月 28 日（木）・29 日（金） 

【場所】倉吉福祉センター（倉吉市福吉町１４００番地） 

【参加対象者】在職期間が概ね 3 年以上の県内社協職員で、現在個別支援、地域支援に関わって 

いる方 

 【申込締切】平成 28 年 1 月 18 日（月）まで【定員】30 人程度 

   ◆日程・内容 

     日時・場所 内容 目的 

【第1日目】 

1月28日（木） 

倉吉福祉センター 

12:50～13:25 受付 
13:25～13:30 開講/オリエンテーション 

13:30～16:00 

 

講義&演習（導入編） 

「ケースメソッドを活用した

事例検討①」 

ケースメソッドの進め方等に

ついて模擬事例を通じて学ぶ。 

【第2日目】 

1月2９日（金） 

倉吉福祉センター 

10:00～15:50 講義&演習（討議編） 

「ケースメソッドを活用した

事例検討②、③」 

ケースメソッドを通じて、社協

ワーカーとして必要な問題発

見力、問題解決力等を磨く。 

【講師】同志社大学 社会学部社会福祉学科 准教授 野村 裕美 氏 

 

     

  

 
 

《 お問合せ先：地域福祉部 TEL 0857-59-6332 FAX 0857-59-6341 》 

 

         福祉体験交流プラザ ～情報コーナー～ が充実しました！ 
     この度、共同募金配分金事業により DVD を購入しました。 

     情報コーナーのビデオライブラリーを充実することを目的とし、利用者様からの DVD の入れ 

替えの要望に応え 30 本の DVD を購入しました。ぜひ、ご利用ください。 
    

【貸出開始日】1 月中に予定 ※４ページでも掲載しています。  

      

 

貸出 DVD 一例・・・「毎日がアルツハイマー」 

                                       関口 祐加 監督作品 

（93 分） 

           

  

                           《 お問合せ先：総務部 TEL 0857-59-6331 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 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） 

 ケースメソッドとは・・・ 

事例を教材とし、参加者がディスカッションを行いながら、判断力や問題解決力を磨くことを

目的として開発された教育方法。ケースの当事者の立場に立って、自分ならばどのように行動す

べきかを考える参加型、問題発見・解決型の教育方法 
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平平成成 2277 年年度度シシニニアア介介護護ボボラランンテティィアア体体験験事事業業ののごご案案内内 

この事業は、県内の元気高齢者の方に、福祉施設での介護体験を行っていただくものです。県内の受

け入れ施設の中から活動先を選んでいただき、介護体験を通して介護福祉の理解を深め、地域での活動

をする 初の一歩となるよう、「介護の仕事にふれてもらう」「ボランティア活動のすそ野をひろげる

こと」を目的に行います。 

【活動期間】平成 28 年 2 月 1 日～2 月 29 日の期間に継続して 2 日～3 日間活動。 

      活動期間は受入れ施設によって異なります。 

【活動先施設】県内の老人福祉施設関係等 

【対象】原則として、県内在住のシニア（概ね６０才以上）の方 

【活動内容】受入れ施設で、高齢者の方々と話をしたり、介護やレクリエーションの補助などの活動。 

      自宅から通いで施設の日課にしたがって活動を行います。 

【参加費】無料 ※活動のための交通費および食事代は、原則として参加者負担です。   

【申込締切】平成２８年１月１８日（月） 
      

事前研修会＊活動決定者出来る限り参加してください。 

東部 平成２８年１月２８日（木） １３：３０～１５：３０ 鳥取県民体育館 

西部 平成２８年１月２９日（金） １３：３０～１５：３０ 米子市公会堂 

  ✿活動先施設の概要や活動内容の説明、活動中の注意事項や楽しく活動できる秘訣など実際の 

活動にむけてオリエンテーションを行います。 

  交流会 ◆日時：平成２８年３月上旬ごろ開催 

      ◆会場：東部、中部、西部 

      ◆内容：シニア向けボランティア活動事業（傾聴・シニア・孫育て）すべての 

受講者を対象に交流を深める会を開催します。 

 

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

 

   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。 

私たちは、皆さんのこうした努力を応援し、専門性やノウハウを共有して、鳥取県域の福祉社会の 

発展を図りたいと思っています。 

【開催日】平成 28 年 2 月 20 日（土） 
【会場】県立福祉人材研修センター（鳥取市伏野 1729－5） 
【参加対象】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方、福祉に関する 

調査研究している方、その他福祉に関心を持つ団体・個人 
【内  容】①10:30～ 研究発表（口述発表及びポスター発表） 

         ▶口述発表 各分科会において、分野ごとに口述発表 
          研究分野：高齢者福祉（施設系・在宅系）、障がい児・者福祉、児童福祉、 

地域福祉、その他社会福祉領域 
          ▶ポスター発表 ポスター掲示にて発表 
          ※それぞれの発表要旨・時間については、２月１日以降に、県社協ホームページ 
           をご覧ください。http://www.tottori-wel.or.jp/ 

②13:55～ シンポジウム                          
 ③15:00～ 授賞式・閉会 

 【参加費等】①一般参加者・発表参加者 １,０００円 
②学生・障がい当事者     ５００円 

※参加費は当日受付でお支払いください。 
 

※研究の募集も受け付けしています。【締切：平成 28 年 1 月 8 日（金）】 

 

《 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 》 

 

 

 募集中！ 
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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。 

▶平成 28 年度地球環境基金助成金 独立行政法人環境再生保全機構 
地球環境基金助成金は、民間団体（ＮＰＯ、ＮＧＯ）が行う環境保全活動（実践活動、知識の提供・

普及、調査、研究等）に対し助成を行います。 

【募集期間】平成 27 年 12 月 18 日（金）～平成 28 年 1 月 13 日（水）（必着）  

 【お問合せ先】〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番  

ミューザ川崎セントラルタワー 

 独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部 

【電話番号】044-520-9505  【FAX】044-520-2190、2192 

【HP】http://www.erca.go.jp/jfge/ 

      

▶「連合・愛のカンパ」助成金 公益社団法人さわやか福祉財団 
さわやか福祉財団では、日本労働組合総連合会（連合）「連合・愛のカンパ」より資金をご提供い

ただき、地域における助け合い活動の団体立ち上げ、地縁組織での新しい助け合い活動等の立ち上げ

や共生による子育て等を支援するための助成を行います。 

【募集期間】平成 27 年 11 月 24 日～平成 28 年 1 月 15 日 

 【お問合せ先】〒105-0011 東京都港区芝公園２－６－８  

公益財団法人さわやか福祉財団 

【電話番号】03(5470)7751  【FAX】03(5470)7755                

【HP】http://www.sawayakazaidan.or.jp/ 

 

 

 

 

    県立福祉人材研修センターからのお知らせ 
      

平成２８年７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。 

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

     門松設置しました。 
 

今年も福祉人材研修センターの正面玄関に門松を設置しました。この門松は高齢者 

大学校「ことぶき学園」園芸科 OB の方々に毎年作成していただいているものです。 

今年で 8 回目となり、新年への期待を込め立派な門松を作成いただきました。 

      
 

 

《 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 》 

 

福祉人材研修センター正面玄関 

助成金情報 
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ビビデデオオラライイブブララリリーーののごご紹紹介介  ((一一部部紹紹介介))  
  

題  名 内  容 対 象 

根拠に基づく生活支援技術の基本 

 1 基本動作の支援 

 2 生活行為の支援① 

 3 生活行為の支援② 

尊厳の保持、利用者主体、自立支援などの介護の基本理

念に基づく生活支援技術の基本がわかる、実践できる、

指導できる！ 

一般 

関係者 

観て聴いて感じ取る認知症ケア 第 1

巻 食事の場面から就寝の場面・・・ 

実際の小規模多機能型居宅介護事業所での食事の場面か

ら就寝までを観て学ぶ。 

一般 

関係者 

介護従事者向けの問題解決手法 
考える 悩む／問題と課題の違いとは？／問題発見方法

／原因を見極め課題を設定する 他 

一般 

関係者 

ユマニチュード 優しさを伝えるケア

技法／認知症の人を理解するために 

ユマニチュード（知覚・感情・言語のコミュニケーショ

ンに基づいたケア技法）による認知症解決法 

一般 

関係者 

高齢者に優しい食生活のポイント 1 
骨粗しょう症予防の献立／減塩の献立／便秘予防の献立

／咀嚼・嚥下困難な人のための献立 

一般 

関係者 

患者・利用者・家族の心に響く接遇マ

ナー研修 

医療・介護の業界で働くということ／接遇・マナーの本

質／医療介護の世界・電話対応 他 
関係者 

プロフェッショナル仕事の流儀介護福

祉士和田行男の仕事 
ＮＨＫドキュメンタリーシリーズ 関係者 

初級手話講座 手話でつなごう心と心 
自己紹介（１）あいさつ・名前／家族の紹介／自己紹介・

誕生日 
一般 

逃げ遅れる人々／東日本大震災と障が

い者 

東日本大震災の時に障がいを持つ人に何が起きたのか？

被災地の障がい者のさまざまな現実に迫る。 
一般 

 

※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（１月) 
日付 内容 会場 

 23（土） 孫育てマイスターフォローアップ講座/振興 米子市公会堂 

 28（木） シニアボランティア体験事業事前研修会（東部）/振興 県民体育館 

 29（金） シニアボランティア体験事業事前研修会（西部）/振興 米子市公会堂 

 ３０（土） 
市町村社協ボランティアコーディネーターフォローア

ップ研修/振興 
倉吉福祉センター 

 ３０（土） 孫育てマイスターフォローアップ講座/振興 倉吉交流プラザ 

福祉団体行事予定(１月) 
 17（日） 第 2 回障がい児保育研修会/育み協 倉吉未来中心 

 24（日） 幹部研修会/母寡連 倉吉市上井公民館 

28(木)29(金) 第 2 回職員研修会/母子支援協 鳥取市対翠閣 

行事予定 


