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鳥取県社協ニュース  
平成２８年２月 
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   平平成成２２７７年年度度市市町町村村社社会会福福祉祉協協議議会会役役員員セセミミナナーーののごご案案内内 

           ～社会福祉法人制度改革と社協の挑戦～ 
   

平成２７年度は、社会福祉法人制度改革をはじめ、生活困窮者自立支援法の施行や介護保険制度の 

見直しなど、社協を取り巻く制度や補助金の体系が大きく変わる節目の年である。今日の各般にわた 

る制度改正を地域福祉推進施策の再編ととらえ、総合的・横断的な事業展開が必要であり、また、社協

をはじめとした社会福祉法人がそれぞれの資源を活用し、一体的に協働・連携しながら、制度の狭間の

福祉課題、生活課題を抱えた人々への支援を展開していくことが求められている。 

この様な情勢の中、今回のセミナーでは、特に社会福祉法人制度改革における『地域における公益的

な取組み』について、社協がその中核となってどう取り組んでいくのかを県外の先進的な取組等をもと

に考える。 

【日時】平成２８年３月１４日（月）１３時２０分～１６時３０分 

【場所】新日本海新聞社中部本社（倉吉市上井１-１５６） 

【参加対象者】市町村社会福祉協議会長・副会長・理事・事務局長・管理職員 
【日程】 13:00  13:20 13:30      14:50 15:00     16:30  

受
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開
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憩 
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演 

【【実実践践報報告告】】テーマ：「社会福祉法人が協働で取り組む地域貢献活動」   

■香川おもいやりネットワーク事業の取組み      

         <報告者> 香川県社会福祉協議会事務局次長 日下 直和 氏 

■安来市社会福祉法人連絡会の挑戦 

<報告者> 安来市社会福祉協議会 安来市地域包括支援センター長  足立 卓久 氏 

【講演】テーマ：「社会福祉法人の地域貢献活動の推進に向けて」 

<講師>全国社会福祉協議会 政策委員会委員長 井手之上  優 氏 

（大阪府社会福祉協議会常務理事） 

       【申込締切】平成28年3月7日（月） 

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

       

✿とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」近況報告✿  

本会では、鳥取県の人材銀行「とっとりいきいきシニアバンク『生涯現役』」の先生や指導者となる

人材を募っていますが、その登録者が 12 月で 300 人を超えました。 

1 月３１日現在の登録数は 235 件（うち団体は 17 件）。地域別では東部 116 件、中部 41 件、

西部 78 件。団体登録では県内の社交ダンスをリードする県ボールルームダンス連盟の指導者のみなさ

ん、神社や古民家の修復などで地域住民との連携が期待される鳥取県大工建築組合の匠衆のほか、おや

じバンドなどさまざまな分野の団体が登録されました。 

引き続き、登録者を募集中です。 

 

※平成 28 年 3 月には県民の「学びたい」や仲間づくりにこたえられるよう登録者を紹介する専用の

ホームページが開設されます。ご期待ください。 

《 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） 
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平平成成２２７７年年度度福福祉祉教教育育推推進進セセミミナナーー    
ココココロロ豊豊かかなな子子どどももをを育育むむ地地域域ののチチカカララ  

～～子子どどもものの貧貧困困対対策策ななどど子子育育てて支支援援のの実実践践にに学学ぶぶ～～  

福祉教育の特徴は、学習素材として「社会福祉問題」を取上げるところです。「社会福祉問題」と 

は人の幸せを阻害するモノやコトを意味します。近年、子どもの貧困が社会的に大きな問題となって 

います。貧困状態にある子どもとその家庭は社会的に孤立している場合も少なくありません。 

 そこで、本セミナーでは、子どもや子育ての環境を巡る課題の改善に向け関係者や住民による支え 

あいから「ともに生きる」地域づくりを考えることを目的に開催します。 

    

【日時】平成２８年２月１８日（木）１３時１５分～１６時 

【会場】新日本海新聞社 中部本社（倉吉市上井町１-１５６） 

【参加対象】地区・市町村社協の関係者、民生委員・児童委員、福祉（推進）委員、愛の輪協力員、

地域振興・まちづくりの関係者、社会福祉施設・子育て支援センター・公民館・学校の

職員、子育て支援のＮＰＯ・ボランティア団体、ボランティア、福祉学習サポーター、

その他関心のある方 

【講義・演習テーマ】「 聴いていますか 子どもの声を いまわたしたちにできること 」 

【講師】ＮＰＯ法人ＣＡＳＮ（カズン） 理事長 谷口 久美子 氏 

   【日程】１２時３０分～ 受付開始 

１３時１５分～ 開会、オリエンテーション 

１３時３０分～ 講義・演習 

１６時～    閉会 

【申込期限】平成２８年２月８日（月） 

   《 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。 

皆さんの培った、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。 
 

《 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 》 
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「「介介護護ののししごごとと就就職職相相談談会会」」開開催催ののごご案案内内  
【日時】平成 28 年 2 月 22 日（月）１３時 30 分～１６時（受付１３時～）      

【場所】倉吉体育文化会館（倉吉市山根５２９－２） 

 【相談コーナー】事業所ごとの個別ブースで人事担当者より直接、仕事内容や求人条件等の 

情報交換ができる場です。 

 【各種情報コーナー】 

・介護労働安定センター鳥取支部による資格・研修受講についての相談 

    ・鳥取県社会福祉協議会による県内福祉施設の概要説明及び職業相談 

 

※事前申し込み不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由 

  ※雇用保険受給者の方は、求職活動実績に該当しますので、受給資格者証をご持参ください。 

 

《 お問合せ先：ハローワーク倉吉 TEL： 0858-23-8609 》 

 

 

※詳細はそれぞれの問合せ先にご確認ください。 
 

▶平成 28 年度鯉渕記念母子福祉助成事業 全国社会福祉協議会 

母子生活支援施設等には、ＤＶ被害や児童虐待、障がい等により心理的・経済的に多様で困難な 

課題のある方が入所しています。こうした母子世帯が主体的に自立を図るためには、生活支援とと 

もに、就労・進学等に対する支援が重要です。 

本事業は、未来ある母子世帯の自立支援、母子福祉の推進を図る研究等に対して助成を実施する 

ものです。 

【申込締切】平成 28 年 2 月 26 日（金）（当日消印有効） 

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

【お問合せ先】社会福祉法人 全国社会福祉協議会 児童福祉部「鯉渕記念母子福祉助成事業」 

 【電話番号】０３-３５８１-６５０３  【FAX】０３-３５８１-６５０９             

【HP】http://zenbokyou.jp/ 

 

        

  県立福祉人材研修センターからのお知らせ 
    

      センター予約申込書等様式の変更について 
 

  平成２８年２月１日より利用申込等の申込み様式が変りました！！ 
  新様式は、本会ホームページに掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。 

     鳥取県社協 HP アドレス：http://www.tottori-wel.or.jp/ 
  

  平成２８年８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。 
        

     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。 
    

【貸出開始日】平成 28 年 1 月 5 日(火)より貸出しています。 

《 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 》 

 

 

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    ((ppaarrtt２２))  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※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。 

題  名 内  容 対 象 

黒田留美子式高齢者ソフト食  

食事を楽しむ献立つくり 1／ソフト

食入門編 

肉じゃが／カレーライス／握り寿司／おはぎ／冷製餅入

りお汁粉／南京のポタージュ 他  

一般 

関係者 

体験！利用者の気持ちを感じ取るトレ

ーニング初級編 

食事・移乗・排泄などの介助場面を設定し、それぞれの

回答を選択肢から選ぶトレーニング方式 

一般 

関係者 

あたたかい眼差しを／虐待から子ども

を守る 

虐待から子どもの命を救うため、ケースステディドラマ

等で方向性を示す。 

一般 

関係者 

里親養育 第 1 巻／基礎講義編 
『里親制度とは』／社会的養育体系について／制度とそ

の内容／制度の現状／里子の現状 他 

一般 

関係者 

医療介護事業所向けコンプライアンス

研修 

コンプライアンスとは？/不祥事の予防/リスクマネジメ

ント 

一般 

関係者 

世界の果ての通学路 
危険な道のりを経て毎日学校に通う子どもたちに密着し

た、感動のドキュメント 
一般 

遺体 
東日本大震災後の釜石市の死体安置所を舞台に悲しみの

中、身元確認作業に当たった人々の姿を描く 
一般 

毎日がアルツハイマー 
29 年間離れて暮らした母と娘。認知症と診断された母を

2 年半にわたって向き合い撮影を続ける。 
一般 

人生いろどり 
四国の小さな町で地元の女性たちが立ち上げた『葉っぱ

ビジネス』が大成功！ 
一般 

市町村社協関係行事予定（２月) 
日付 内容 会場 

13（土） 孫育てマイスターフォローアップ研修/振興 
県立福祉人材研修 

センター 

18（木） 福祉教育推進セミナー/振興 
新日本海新聞社中部 

本社 

24（水）
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 

2６（金）
ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（東部）

/地域 

県立福祉人材研修 

センター 

2６（金）
ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（中部）

/地域 
倉吉体育文化会館 

福祉団体行事予定(２月) 
7（日） 親子ふれあい交流事業/母寡連 ビィレステひえづ 

20（土） 第 3 回理事会・第 9 回研究発表会/学会 
県立福祉人材研修 

センター 

25（木） 社会福祉法人改革対応セミナー/経営協 
県立福祉人材研修 

センター 

28（日） 障害児保育研修会/育み協 倉吉体育文化会館 

行事予定 


