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鳥取県社協ニュース  
平成３０年５月 
【第１６１号】 

                  

 

 

 
 

      

 

 

           

 

 
  

 

 

 

第４１回緑陰大学のご案内 
 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、住民同士の支え合い・助け合いに加え孤立しないため

の居場所づくり、活動を支える人づくり、福祉サービスにつなげる仕組みづくりが求められます。 

国においても「地域共生社会」の実現が提唱されており、福祉活動に携わる関係者のみならず広く地域住

民の方を対象に、これからの地域福祉の充実をより一層図ることを目的に開催します。 
 

◆日  時 平成３０年５月２５日（金）１３：００～１６：００ 

◆会  場 ハワイアロハホール 大ホール 

◆対  象 福祉・保健・医療関係役職員、教育関係者（学校・公民館・教育委員会等）、企業関係者、  

学生、ボランティア、社会福祉に関心のある方 

◆内  容 【講演１】「地域共生社会の構築～住民がまん中の地域づくりを目指して～」 

            講師 ルーテル学院大学 名誉教授 和田 敏明 氏  

【講演２】「持続可能な地域社会～地域再生から始まる福祉の新しいかたち～」 

講師 一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩 氏 

◆日  程  12:00   13:00   13:10            14:30  14:40             16:00 

 

 

◆参 加 費 １，０００円 ※障がい者手帳お持ちの方・介助者等・学生は無料 

◆申込期限 ５月１４日（月） 

◆問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6334 
 

 

平成３０年度 傾聴ボランティア養成研修のご案内 
 

傾聴ボランティアとは、「話し相手がいない」「ひとりぼっちで寂しい」「悩みを抱えている」「不安で誰か

に話を聞いてもらいたい」…そのような方の気持ちに、相手の身になってありのままに受け止めて”聴く”

お話し相手ボランティアです。鳥取県社会福祉協議会では、『傾聴ボランティア』を地域の人々を支える活

動に活かしていただくための研修を実施しています。 

◆日時・会場 【東部会場】平成３０年７月１４日（土）１０：００～１５：００ 

             県立福祉人材研修センター 中研修室 

【中部会場】平成３０年７月１７日（火）１０：００～１５：００ 

      新日本海新聞社中部本社ホール 

◆対  象 傾聴ボランティアに興味がある方（定員６０名） 

      ※定員になり次第締め切らせていただきます。 

◆内  容 【講義・演習】「傾聴ボランティア力を高めるコミュニケーション・スキル 

～相手と信頼関係を築く非言語的コミュニケーションと受容・共感のスキルを高めよう～」 

            講師 鳥取大学大学院医学系研究科 臨床心理学専攻 竹田 伸也 氏  

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ６月２９日（金） 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

                   
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 

受付 開会 講演１ 休憩 講演２ 閉会 

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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平成３０年度 市町村社会福祉協議会新任職員研修 
 

社会福祉協議会は、地域住民が抱える様々な生活課題と向き合いその解決に取り組んでいるところであり、

近年は社会問題の多様化とともに期待される役割も増してきています。その職員においては、一人ひとりが

住民との信頼関係を築き、期待されている役割を認識しながら、地域福祉を推進していくことが求められて

います。この研修会では、社会福祉協議会の理念や職員が持つべき視点、社会から期待される社協の機能、

現在の社会状況など、社協人財としての基礎的な知識・視座について学ぶことを目的とします。 

◆日  時 平成３０年６月２５日（月） １０：００～１５：５０（1日目） 

      平成３０年６月２９日（金） １０：００～１６：００（2日目） 

◆会  場 【１日目】県立福祉人材研修センター 中研修室 

【２日目】倉吉未来中心 セミナールーム１ 

※１日目と２日目で、会場が異なりますので御注意ください。 

◆対  象 おおむね在職期間３年未満の職員（定員 3０名程度） 

◆研修日程  

 時 間 研修科目 / 講師 

１ 

日 

目 
 

（
６
月

25
日
） 

10：00～ 開講あいさつ・オリエンテーション 

10：１０～ 

11：４０ 

 

講 義 

『地域福祉と社会福祉協議会の使命』 
講師 武庫川女子大学 教授 松端 克文 氏 

社会福祉協議会の成り立ちや背景法令、

社会状況などを学びながら、社協が今推

進していくべき「地域福祉」とは何かを

学びます。 

（６０分） 昼食休憩  

１２：４0～ 

１３：４０ 

 

講 義 『鳥取県の地域福祉の現状』 

講師 鳥取県社会福祉協議会  

 地域福祉部 主幹 中村 裕司 

鳥取県内の福祉関連指標や推進されて

いる地域福祉政策、実際の活動等につい

て学びます。 

（１０分） 休憩  

１３：５０～ 

１５：５０ 

 

講 義・演 習 

「コミュニケーションのとり方・接遇について」 

講師 Ｐ-Create 代表 松下 香寿美 氏 

日常的に人と触れあう社協の仕事にお

いて、意思疎通を円滑に行う方法や電話

応対など、実際の演習を交えながら学び

ます。 

 

 

時 間 研修科目 / 講師 

２ 

日 

目 
 

（
６
月

29
日
） 

１０：００～ 

１１：３０ 

 

 

講 義 

「社協に期待すること～当事者視点から～」 

 講師 認知症の人と家族の会 

鳥取県支部 代表 吉野 立 氏   

日々の生活のことや思いを語っていた

だきます。 

その生の声を聞き、社協としてどう応え

ていくのか考えてみましょう。 

(１０分)   

1１：40～ 

1５：１０ 

(昼食休憩 

６0 分含む)  

ワークショップ 

「なりたい自分！これからの自分！」 

 実践発表 

米子市社会福祉協議会 谷口 佑介 氏 

大山町社会福祉協議会 浅田 将司 氏 

現在の自分の仕事を振り返るとともに、

先輩社協職員の話を聴き、仕事に対する

姿勢や熱意を感じ取り、社協職員として

仕事をする心構えを確認しつつ、将来の

自分の姿をイメージします。 

(１０分) 休憩  

1５：２０～ 

1６：００ 

 

メッセージ  

『明日の社協職員に期待すること』 

講師 鳥取県社会福祉協議会 

地域福祉部長 朝倉 香織 

研修の締めくくりとして、県社協から、

フレッシュな社協職員に向けた熱いメ

ッセージを伝えます。 

 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ５月１１日（金） ※本会ホームページに申込書を掲載しておりますので、ご利用ください。 

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 
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福祉の就職フェアとっとり２０１８夏のご案内 
 

社会福祉施設等の職場に就職を希望する人や関心のある人、社会福祉職場への転職を希望している人等を

対象に、社会福祉事業を運営する事業所等の人事担当者と面談し採用に関しての情報交換できる場を設け、

また、社会福祉職場の種類や資格等に関する各種相談コーナーや福祉の就職セミナーを提供することで、福

祉人材の確保推進と就職活動の支援を目的に開催します。 

◆日時・会場 【東部会場】平成３０年６月９日（土） １３：１５～１６：３０ 

             県立福祉人材研修センター ホール 

【西部会場】平成３０年６月１７日（日） １３：１５～１６：３０ 

米子コンベンションセンター 多目的ホール 

◆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、来春大学・短大・専門学校などを卒業さ

れる方、福祉職場に関心のある方、社会福祉事業を実施されている事業所等 

◆内  容 12:30   13:15  13:30      14:00     14:30    14:40                  16:30   

受 

付 

開 

会 

福祉の就職

セミナー 

法人 1分 

プレゼン 

テーション 

休 

憩 
求人面談コーナー 

求職相談コーナー 

閉 

会 

◆参 加 費 無料   

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
 
 

 

平成３０年 

島根県西部を震源とする地震「鳥取県災害ボランティア隊」活動報告 
 

平成 30 年 4 月 9 日に発生した地震により、島根県大田市などで被害が発生しました。本会では被災地

支援として、県内のボランティアを募り、同市にて災害ボランティアセンターのマッチングにより活動しま

した。 

◆活 動 日 平成３０年４月１３日（金）※～１５日（日） ※は移動日 

◆活動場所 島根県大田市 

◆参加人数 １３名（うちスタッフ３名） 

◆活動状況 【１４日活動状況】 

１４日は複数の班に分かれて活動しました。それぞれの内容は家    

屋での崩れた土塀の片づけ、田んぼでの石垣の撤去、災害ボラン 

ティアセンターのチラシを配布しながらのニーズ調査です。荒天に 

より午後はボランティア活動が中止となったため、スタッフ２名が 

センターの事務補助を行いました。 

【１５日活動状況】 

１５日は被害の大きい波根地区での活動が

中心となりました。午前中はピアノの移動やタ

イルの片づけ、午後は崩れたブロック塀の廃棄

や、割れた窓ガラスの片づけならびに応急処置

を行いました。活動したある個人宅では、隣家

の２階部分が倒れてきて被害が出ているなど、

被害の大きさを痛感しました。 
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行事予定 
 

市町村社協関係行事予定（５月） 

日付 内容 会場 

２（水） 支え愛マップづくりインストラクター養成研修会/地域 県立福祉人材研修センター 

８（火） 支え愛マップづくりインストラクター養成研修会/地域 県立福祉人材研修センター 

１１（金） 第１回市町村社協事務局長会議/地域 倉吉体育文化会館 

１６（水） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（東部）/地域 県立福祉人材研修センター 

１８（金） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（中部）/地域 倉吉福祉センター 

１８（金） 生活困窮者自立支援事業担当者連絡会（西部）/地域 ふれあいの里 

２４（木） 第１回支え愛マップ関係者連絡会（西部）/地域 米子コンベンションセンター 

２５（金） 第４１回緑陰大学/振興 はわいアロハホール 

２５（金） 生活困窮者自立支援事業４市担当者連絡会/地域 倉吉福祉センター 

２８（月） 第１回支え愛マップ関係者連絡会（中部）/地域 新日本海新聞社中部本社 

３１（木） 第２回支え愛マップ関係者連絡会（東部）/地域 県立福祉人材研修センター 
 

 

福祉団体行事予定（５月） 

日付 内容 会場 

１６（水） 第１回理事会/社協々 倉吉福祉センター 

１９（土） 定時総会・研修会/介福会 県民ふれあい会館 

２０（日） 第 1 回総会・研修会/ケアマネ協 まなびタウンとうはく 

２２（火） 総会/県母協 県立福祉人材研修センター 

２６（土） 定時総会・研修会/社士会 地域交流センターアゼリア 

２６（土） ファーストステップ研修会①/介福会 県立武道館 

２７（日） ファーストステップ研修会②/介福会 県立武道館 

２８（月） 介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会①/介福会 倉吉未来中心 

２９（火） 第１回協議員会/児入協 ホテルモナーク 

３０（水） 定時総会/老ク連 倉吉未来中心 

３０（水） 第１回施設長研修会/育み協 倉吉未来中心 

３１（木） 介護福祉士養成実習施設実習指導者研修会②/介福会 倉吉未来中心 

 

※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。 

 
 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内  
平成３０年 1１月の研修室等の利用申し込みの受付を開始しました。        

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。 

※本センターのホールは、平成３０年 8 月頃より特定天井脱落対策工事が予定されている 

ため、平成３０年８月から平成３１年３月までのホール予約は受け付けておりません。 

 

◆ ゴールデンウイーク休館日のお知らせ 
5 月 3 日（木）、４日（金）、５日（土）は祝祭日のため休館となります。 

 
 

《 問い合わせ先：県立福祉人材研修センター TEL 0857-59-6330 FAX 0857-59-6360 》 
 


