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平成３０年度ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会のご案内 
 

ふれあい・いきいきサロンは、誰もが気軽に参加できる「地域の居場所」として全国的に広がり、県内

では約１，３００ヶ所で取り組まれています。サロン活動は地域住民の参加と協力により運営され、見守

り活動や困りごとの発見など地域の福祉力向上への期待が高まる一方、担い手不足による継続困難など

様々な課題があげられています。本年度の研修会では、息の長いサロン運営のコツについての講演に加

え、特色あるサロンの活動紹介、情報の共有や情報交換を行い、さらなる活動の発展と参加者の交流を目

的に開催します。 

◆日時・会場 【東部会場】平成 31 年 2 月 19 日（火） 9：30～12：00 

 県立福祉人材研修センター 中研修室 

【中部会場】平成 31 年 2 月 22 日（金）13：30～16：00  

新日本海新聞社中部本社 ホール  

【西部会場】平成 31 年 2 月 18 日（月）13：30～16：00  

米子コンベンションセンター第 7 会議室 

◆対  象 ふれいあ・いきいきサロン世話人、または活動に関わる方（定員 各会場９０名程度） 

◆内  容 ●講演「～笑う門には福来たる～『楽しい♪サロン企画運営７つのコツ』」  

講師 夢こらぼ 主宰 松尾 弥生 氏 

●活動発表  

東部:サロン クロワッサン 中部:八屋ひまわりサロン 西部:あじさいの会 

●情報交換会 

◆申込期限 ２月８日（金）  

※申込み多数の場合は、参加人数の調整をさせていただくことがあります。 

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 

 
 

平成３０年度市町村社会福祉協議会役員セミナー～社会福祉法改正と社協経営～のご案内 
 

本セミナーでは、社会福祉業界を取り巻く状況や、法人経営にあたって役員等の責務、地域における公

益的な取組に関しての社協への期待等について確認しつつ、社協経営の思考を共有し、もって経営に資

することを目的に開催します。 

◆日  時 平成３１年２月２５日（月）１３：３０～１５：３０ 

◆会  場 新日本海新聞社中部本社 ホール 

◆対  象 市町村社会福祉協議会役員、評議員等 

◆日  程 13:00   13:30  13:35         13:50  14:00                        15:30 

受付 開会 説明 休憩 講演 閉会 

◆内  容 ①説明「社会福祉協議会の基本原則と性格」 

          鳥取県社会福祉協議会 事務局長 前田惠 

      ②講演「社会福祉法人制度改革後の状況と展望（仮題）」 

          講師 上智大学総合人間科学部准教授 藤井 賢一郎 氏 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ２月１５日（金）  

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 
 

 

                   
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） 

https://4.bp.blogspot.com/-PXbZB3QtIq8/UZNyHFkUv9I/AAAAAAAASg8/ZEZRB4pPQco/s800/syougatsu_sakura.png
https://2.bp.blogspot.com/-dSA7essiJBM/U8XlJpzj4iI/AAAAAAAAi5c/sVW67BKlMtk/s800/animal_inoshishi_oyako.png
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平成３０年度小地域福祉活動推進研修会のご案内 
 

地域が元気になるためには、人と人とがつながり、一緒に地域の活動をし、「楽し

さ」を知り合うことが何よりも大切です。そこで、仲間づくりのノウハウを一緒に考

える研修会を開催します。 

併せて本研修会では、県内市町村社会福祉協議会の広報誌コンテストを開催しま

す。市町村社協は、地域のみなさんに活動内容を知っていただくため広報活動に力を

入れているところですが、その姿を見ていただき、ご意見をいただくためにコンテス

トを開催するものです。多くのご参加をお待ちしています。 

◆日  時 平成３１年２月１２日（火）１３：１５～１６：００ 

◆会  場 倉吉未来中心 小ホール 

◆対  象 地域活動に携わっておられる方（地区社協関係者、福祉(推進)委員、民生委員・児童委員、 

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、地域包括職員、行政機関等） 

      ※定員３００人になり次第、申し込みを締め切ります。 

◆日  程  
12:45   13:15   13:20      13:50 13:55                14:40     15:00    15:30       15:50  16:00 

受付 
開

会 

広 報 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

休

憩 
講 演 

休憩 

投票 
講 演 

広報コンテスト 

結果発表・表彰 

閉

会 
 
◆内  容 講演「地域が今よりもっと元気になるために」  

講師：伯耆稲荷神社宮司 河合 鎮徳 氏 

      社会福祉協議会 広報誌コンテスト～「わが町」のこと もっと伝えよう！～ 

        審査・表彰 ①鳥取県社会福祉協議会会長賞 ②審査委員長賞 ③審査員特別賞 

◆参 加 費 無料 

◆問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332 

 
 

介護職場の働き方改革研修会のご案内 
介護人材の確保・定着に向け、介護事業所の職員が安心して意欲的に働くことができる職場環境を整

備し、働きやすい魅力ある職場づくりを進めていくための研修会を開催します。 

  介護事業に取り組む多くの法人、事業所のご参加をお願いします。 

◆日  時 平成３１年２月４日（月）１３：2０～１６：００ 

◆会  場 倉吉体育文化会館 大研修室 

◆内  容 ■開会（13：20～） 

      ■講演１（1３：2０～1４：３０） 

「離職者ゼロ！ 人材定着の方策」 

講師 社会福祉法人合掌苑（東京都） 理事長 森 一成 氏 

■講演２（1４：４0～1６：０0） 

「キャリアパス・人事評価・賃金制度のポイント～介護処遇改善新加算と「働き方改革」への対応策～」 

         講師 社労士法人ヒューマンスキルコンサルティング（東京都） 代表 林 正人 氏（社会保険労務士） 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 １月２８日（月）  

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
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保育士等就職支援セミナー座学（後期日程）のご案内 

保育現場のブランク（未経験）の不安を解消するため、現在の保育に係る動向や保育の基礎となる保育

所保育指針について学びます。就職に向けての参考・基礎知識の修得としてご活用ください。 

◆期日・会場 第 6 回 平成３１年１月１９日（土）倉吉未来中心 セミナールーム２ 

      第 7 回 平成３１年２月２０日（水）福祉人材研修センター 学習室 

      第 8 回 平成３１年２月２２日（金）米子コンベンションセンター 会議室１ 

◆対  象 保育士資格を有し、保育士としてブランクがある方 

保育現場の就職をお考えの方（保育士試験に挑戦している方など）（定員 各会場１０名） 

 内 容 第６回 
第７回 
第８回 

受付 12：30～ 
13：00 

13：00～ 
13：30 

①保育に係る動向 
子ども・子育て支援新制度について鳥取県の子育てに係る動向
と併せて解説します。 

13：00～ 
13：30 

②保育現場の今 
講師より、保育のやりがいや面白さ、保育士の実情など、全保育
所に共通の「保育所保育指針」にも触れながら、保育士の仕事に
ついて解説します。 

13：30～ 
14：30 

③お茶を飲みながらの交流 ※自由参加 
お茶を飲みながら、講師や参加者と交流をします。保育現場のこ
とで知りたいことがあれば、質問を受け付けます。 

14：30～ 
15：00 

14：30～ 
15：00 

④各種相談会 ※自由参加 
講師に個人的な質問がある場合や、就職に関する相談、貸付金に
関する相談などを受け付けます。 

15：00～ 
16：00

15：00～ 
16：00

◆講師・説明 第 6 回 倉吉愛児園 主任保育士 米澤 恵 氏 

      第 7 回・第 8 回 鳥取県社会福祉協議会 参事 中井 一途  

◆参 加 費 無料  

◆申込期限 開催日の１週間前（定員に達し次第、締め切りとします。） 

◆そ の 他 保育士の仕事を体験できる職場体験も随時受付をしています。体験希望日の２週間前まで 

にお申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。 

◆問い合わせ先 福祉人材部（鳥取県保育士・保育所支援センター） TEL 0857-59-6342 

 

 

鳥取県福祉研究学会第１２回研究発表会のご案内 
 

福祉関係者の皆様をはじめ、多くの方々の参加を心よりお待ちしています。 

◆日  時 平成３１年２月１６日（土）１０：３０～１５：３０ 

◆会  場 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

◆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 ①研究発表（10：30～）  

      ●口述発表 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 

       ※それぞれの発表要旨・時間は、２月上旬以降に、県社協ホームページに掲載予定です。

http://www.tottori-wel.or.jp/ 

②講演会（14：00～）  

「『聞き書き』に学ぶ ～傾聴・寄り添いから見えてくるもの～」 

        講師：鳥取看護大学 土居 裕美子 氏                         

      ③授賞式・閉会（15：00～）  

◆参 加 費 一般参加者・発表参加者 １，０００円 

学生・障がい当事者    ５００円 ※当日受付でお支払いください。 

◆参加申込 参加申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。 

◆問い合わせ先 福祉人材部（鳥取県福祉研究学会事務局）TEL 0857-59-6336 

◆内容・日程 

https://1.bp.blogspot.com/-u5ImJISPbKM/UgSL8JcxJmI/AAAAAAAAW4U/NdXA3S0DocY/s800/flower_ume.png
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福祉レクリエーションで「楽しい！」を伝えるコツを学ぶ 

～元気づくり・仲間づくり・豊かな心づくり～ のご案内 
 

福祉学習の場面で、楽しさを生み出すものづくり・レクリエーションを学習することで、子どもの創造

力やコミュニケーション力、また子育て支援や心を元気にする実践力が身につきます。学校や地域での

取組みが充実するよう、子どもたちに「楽しさ」・「笑顔を引き出す」コツを伝える講座です。 

レク活動のプロが意義と体験を分かりやすく伝えます。 

◆日  時 平成３１年１月２５日（金）１０：００～１５：００ 

◆会  場 倉吉体育文化会館 大研修室 

◆対  象 市町村・地区社協職員（地域福祉・福祉教育担当）、ボランティアコーディネーター、 

      福祉学習サポーター、社会教育機関の職員（教育委員会、公民館職員）、学校の教職員、 

      地域福祉員・愛の輪協力員など地区で福祉活動をされている方、その他興味・関心のある方 

◆日程・内容 9:30  10:00                   12:00  13:00                  15:00    

受

付 

開

会 

①レクリエーションの意義 

②レクリエーションの展開 

③コミ力を高めてレク援助力もＵＰ 

休

憩 

④簡単アクティビティの体験 

⑤楽しさを膨らませるアクティビ

ティの体験 

閉

会 

        

講師 福祉レク・ネットワーク鳥取 代表 玉木 純一 氏  

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 1 月１１日（金） 

◆そ の 他 詳しくは本会ホームページ等をご確認ください。 

◆問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344 

 

 

福祉の就職フェア＆ガイダンスとっとり２０１９春のご案内 
 

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などを設置することで、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 平成３１年３月１７日（日）13：15～16：00 

◆会  場 ホテルモナーク鳥取 仁風の間  

◆内  容 ●法人 1 分プレゼンテーション ●福祉の就職ガイダンス・面談会 

      ●福祉職場等各種相談コーナー ●介護助手相談コーナー 等 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
 

 

 

※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 

 

◆介護の出前講座「知ってみよう！介護のこと」 
 

鳥取県内の中学生や高校生、保護者の方を対象に、実際に働いている介護職員を講師やゲストティー 

チャーとして、出前講座を行い、高齢者や介護の知識、介護の仕事の魅力を伝えます。福祉教育や人 

権教育、キャリア教育などの授業や研修にご活用ください。 

【 対 象 】中学校・高等学校の生徒、PTA 

【 実施期間 】平成３０年６月１日～平成３１年３月３１日 随時受付 

（次年度以降も実施予定です。）  

【 そ の 他 】希望に応じて講師を派遣します（費用無料）。希望委開催時期の２週間前までの申込

が必要です。詳しくは本会ホームページに掲載の募集要項等をご確認ください。 

【問い合わせ先】福祉人材部 TEL 0857-59-633６ 

 

お知らせ 
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◆「災害時相互協力協定」を締結しました 
（公社）日本青年会議所中国地区鳥取ブロック協議会、日野ボランティア・ネットワーク、鳥取

県生活協同組合、（社福）鳥取県社会福祉協議会、（公財）とっとり県民活動活性化センター、鳥取

県は、災害時における鳥取県内の災害ボランティア協力体制の充実を図るため、１２月２６日に

「災害時相互協力協定」を結びました。これまで鳥取県社会福祉協議会が中心となり、鳥取県災害

ボランティア活動関係機関連絡会を定期的に開催し、各団体の災害時における支援活動状況の報

告、意見交換等を行ってきましたが、この度、日本青年会議所中国地区鳥取ブロック協議会の提案

により同協定を締結する運びとなりました。協定締結団体を代表して、日本青年会議所中国地区鳥

取ブロック協議会吉田友和会長が「平時から各団体の強みや情報を共有し、連携を図っておくこと

で、災害時の支援を効果的に行えるのではないかと思い発案した。日本一小さい県だからこそ、日

本一顔の見える関係をつくり締結団体と連携を図っていきたい。」と話しました。平井知事は「鳥

取県中部地震の際、災害ボランティアセンターでは人、モノ、さまざまなものが必要となった。平

時から各団体と連携を密にしておくことで、本当に必要

なところに支援を届けることができる。災害にも強いふ

るさと鳥取県になることに期待したい」と話しました。

今後は、既存の連絡会をさらに発展する形で災害ボラン

ティアセンターの設置・運営に関する情報共有、連携体

制を整えるとともに、訓練等を通じて協定締結団体の連

携を図っていきます。 

【問い合わせ先】福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

 

 
 
◆「保育のお悩み相談窓口」を開設しています 
鳥取県保育士・保育所支援センターでは、保育従事者向けに「保育のお悩み相談窓口」を開設してい

ます。子どもの可愛さに癒されつつも、日々の忙しさに疲れている、人間関係がしんどい等、一人で悩

まず・抱え込まず話して楽になりましょう。不安や悩みを相談してください。 

安心して働き続けていくことができるように応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】福祉人材部（鳥取県保育士・保育所支援センター） TEL 0857-59-6342 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（１月） 

日付 内容 会場 

  ９（水） あいサポーター地域実践塾（西部地区）/振興 地域活動支援センターおおぞら 

１６（水） あいサポーター地域実践塾（東部地区）/振興 かめの会作業所 

１７（木） 第 4 回地域福祉活動計画策定指針改定委員会/地域 福祉人材研修センター 

１８（金） あいサポーター地域実践塾（中部地区）/振興 社会就労センターげんき工房 

２１（月） 市町村社協ボランティアセンター連携強化会議/人材 倉吉福祉センター 

２５（金） 因伯シルバー大会第 1 回打合せ会/地域 福祉人材研修センター 

２５（金） 福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝで「楽しい！」を伝えるコツを学ぶ/振興 倉吉体育文化会館 
 

 

福祉団体行事予定（１月） 

日付 内容 会場 

 ６（日） 子育て支援事業（東部①）/母寡連 さざんか会館 

 ７（月） 子育て支援事業（東部②）/母寡連 さざんか会館 

１３（日） 子育て支援事業（西部）/母寡連 中山ふれあいセンター 

１３（日） 第６５回鳥取県保育推進研究大会/育み協 倉吉未来中心 

１６（水） 介護技術研修会①/介福会 福祉人材研修センター 

２２（火） 中堅職員研修会/介福会 新日本海新聞社中部本社 

２３（水） 介護技術研修会②/介福会 福祉人材研修センター 

２４（木） 介護技術研修会③/介福会 福祉人材研修センター 

３１（木） 障がい者虐待防止等研修会/社士会 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３１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。 

研修室等は６ヶ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。 

 

◆１月 休館日のお知らせ◆ 

１月１４日（月）は祝祭日のため休館となります。 
 
※本センターでは特定天井脱落対策にかかる改修工事（第Ⅱ期）を行っています。工事に伴い、 

１２月６日から出入り口は正面玄関のみとなっております。多目的工作室側の出入り口はご 

利用いただけません。正面階段・エレベーターは通常どおりご利用いただけます。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 
 
《 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 》 
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