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鳥取県社協ニュース  
平成３１年２月 
【第１７０号】 

                  

 

 

 
 

 

 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

みんなで一緒に考える『しあわせなまち』～第２回支え愛マップ連絡会～のご案内 
 

平成３０年７月に発生した西日本豪雨など多くの自然災害が発生する中、災害発生時の安否確認や避

難体制の整備など、共助による住民相互の避難支援の重要性があらためて認識されています。 

本連絡会では、支え愛マップづくりの先進的な取組みの紹介や取組みの成果、課題等について情報交

換を図ることで、災害時の地域の防災体制の強化及び地域の支え愛の仕組みづくりにつなげることを目

的に開催します。 

◆日時・会場  

【東部会場】平成 31 年 2 月２６日（火）13：30～16：30 県立福祉人材研修センター 

【中部会場】平成 31 年 3 月１５日（金）13：30～16：30 新日本海新聞社中部本社  

【西部会場】平成 31 年 3 月 ６日（月）13：30～16：30 米子市福祉保健総合センターふれあいの里 

◆対  象 支え愛マップに取り組んだことのある地域の方、その他興味のある方 

      市町村社協、市町村行政 （定員 各会場６０名程度）     

◆日  程 13:00 13:30   13:35         14:00              15:00  15:15         16:15   16:30 

受付 開会  事例発表 ワークショップ 休憩 
意見交換会 

（※） 

社協

のみ 
閉会 

※「意見交換会」の参加対象は、市町村社協職員、県市町村行政職員のみ 

◆内  容 ①事例発表 

支え愛マップづくりの事例をもとに、気づきや課題、成果等について参加者で共有し、 

今後に向けた展開を考えていきます。 

         講 師 日野ボランティア・ネットワーク 森本智喜 氏 

発表者 自治会長等、市町村社協職員 

②ワークショップ 

       各地域で支え愛マップづくりを行ってみて、気づきや課題等についての意見交換等 

③意見交換会 

       （1）今年度の振り返り・課題等について 

       （2）平成３１年度の推進方策について 

◆参 加 費 無料 

◆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 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://2.bp.blogspot.com/-jIIkMlnvflk/WtRzRs5ah5I/AAAAAAABLlM/W5m49SwF3bcTDwnuUNRmwnBMt78Y_A1ngCLcBGAs/s800/nabe_chanko.png
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市町村社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修&第 2 回市町村 VC 連携強化会議のご案内 

住民主体を引き出すボランティアコーディネートとは 
 

今年度、本会では、市町村社協ボランティアセンターの機能強化を図るため「市

町村ボランティアセンター強化方策検討委員会」を立ち上げ、強化方策の検討を

行っています。 

本会議及び研修会は、市町村社協ボランティアコーディネーター及びそれに準じ

る方々を対象に、市町村社協ボラセン強化方策の方向性について共通理解を図る

とともに、社協ボランティアセンターの「強み」を活かした活動について学ぶこと 

を目的に開催します。 

◆日  時 平成３１年２月２３日（土）１０：００～１６：００ 

◆会  場 倉吉体育文化会館 

◆対  象 市町村社会福祉協議会のボランティアコーディネーター及び 

ボランティアの活動に関わる職員（所属は問いません） （定員 ２０名）  

◆日  程 9:45  10:00          12:00 13:00         15:00  15:10       16:00 

受付  講義 休憩 講義・演習 休憩 
第 2 回市町村社協

VC 連携強化会議 

◆内  容 ①講義「社協ボラセンの醍醐味」 

      ②講義・演習「VC の抱える悩みを共有し、解決への一歩を踏み出そう」 

      ③第２回 VC 連携強化会議「市町村社協 VC 強化方策について」 

◆講  師 ローカリズム・ラボ 代表 井岡 仁志 氏 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ２月１５日（金）  

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
 

 
 

ボランティアコーディネーターフォローアップ研修のご案内 

フィールドワーク de プログラム開発を学ぶ 
 

ボランティアをしたい方はたくさんいるのに、活動の場面がなかなかない…。

ボランティアの高齢化が進み存続が危うい団体がある…。そんな悩みをお持ちではないですか？ 

本研修では、地域や施設の課題解決に向けて、ボランティアとどう協働するのか、ボランティア活動を

活性化させていくためのプログラム開発について学びます。 

◆日  時 平成３１年３月７日（木）１０：００～１５：００ 

◆会  場 倉吉福祉センター 

◆対  象 市町村社会福祉協議会、ボランティア連絡協議会、社会教育施設 

（公民館等）、行政関係、社会福祉施設、ＮＰＯ法人、病院、 

教育文化施設（図書館、博物館等）、学校関係等でボランティアの 

活動に関わるスタッフ （定員２０名） 

◆内  容 テーマ「ボランティア活動を活性化させていくためのボランティアプログラム開発」 

時 間 内  容 

10:00～12:00 

【講義・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ】ボランティア活動状況や課題の聞取り 
グループに分かれて、会場近辺の施設や団体などに直接訪問し、ボラ 

ンティア活動の状況や、課題などの聞取りを行います。 

12:00～13:00 昼休憩 

13:00～15:00 

【演 習】ボランティアプログラムづくり 

午前中に聞き取った内容をもとに、グループごとに課題解決に向けたプロ

グラムを作成します。 

◆講  師 ローカリズム・ラボ 代表 井岡 仁志 氏 

◆参 加 費 無料  

◆申込期限 ２月２８日（木） 

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 

当初昨年１０月に開催を

予定していましたが、日程

を延期し、開催します。 

講師：井岡 仁志 氏 
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平成３０年度 第２回学生のための福祉の進路見学ツアーのご案内 

～１００ブンは１ケンにシカず！Ⅱ～ 
 

県内の高校・専門学校・短大・大学生及び進路指導担当者を対象に、実際の福祉職場の見学と、現場で

働く職員による仕事の内容、やりがいなどに関する情報提供や交流の機会により、福祉分野への進学や

就職を考えるうえで参考としていただくことを目的に開催します。 

◆日時・会場  

【東部ルート】平成３１年２月２３日（土）9：00～12：00  

    集合場所：鳥取駅南口富国生命ビル前 

見学先：社会福祉法人鳥取県厚生事業団（鳥取市） 

①障害者支援施設「障害者福祉センターあさひ園」 

        ②特別養護老人ホーム「いこいの杜」 

【中部ルート】平成３１年２月２４日（日）9：00～12：00 

    集合場所：倉吉駅南口 

見学先：社会福祉法人みのり福祉会（倉吉市） 

①特別養護老人ホーム「倉吉スターロイヤル」 

②障害者支援施設「サンジュエリー」 

◆対  象 鳥取県内高校生、専門学校生、短大生、大学生、進路指導担当者、保護者、 

その他福祉の仕事に関心のある方 （定員 各ルート最大１０人程度） 

◆日  程  9:00  9:30        10:00   10:15        10:45 11:00        11:30  12:00 

 

 
 

◆内  容 福祉施設の見学、施設職員による仕事の内容などの説明・交流 

◆参 加 費 無料 

◆申込期限 ２月１５日（金）  

◆問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336 
 

 

鳥取県福祉研究学会第１２回研究発表会のご案内 

「鳥取県福祉研究学会」は、私たち福祉に関わる者が広く連携し、その持てるノウハウ等を共有し、こ

れからの福祉のあり方を研究していくことで研鑽を深め、お互いの資質向上を図っていくことを目的と

しています。この発表会を通じて、県内の福祉レベルが向上し、より質の高い福祉サービスの提供に繋が

るものと確信します。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 分野を分けない 

       ※それぞれの発表要旨・時間は、県社協ホームページに掲載しています。 

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 教授 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 当日参加可 

◆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 

集合 

移動 

施設 

見学① 

移動 

休憩 

施設 

見学② 

移動 

休憩 
交流会 

移動 

解散 

実際の職場を見て、 

働いている方のお話を聞いて、 

福祉の職場ってどんなトコロか

知ってみませんか？ 

見学先まで送迎あり 
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※詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。 

 

 

◆「フェイスブック」はじめました 
鳥取県社会福祉協議会 Facebook はじめました。 
県社協が実施する事業や生活に役立つ情報など様々な 

情報をお届けしていきます。 

沢山のフォローお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

◆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 

 

 

 
                             

 

 
 
 

 
 

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１年前、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。 

 

◆２月 休館日のお知らせ◆ 

２月１１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 》 

 

 

お知らせ 
 

←ＱＲコードはこちら 

https://www.facebook.com/tkensyakyo/ 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（２月） 

日付 内容 会場 

４（月） 介護職場の働き方改革研修/人材 倉吉体育文化会館 

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

６（水） えんくるり事業第 3 回相談員連絡会/地域 新日本海新聞社中部本社 

１２（火） 
小地域福祉活動研修会・社会福祉協議会広報コンテス

ト/地域・総務 
倉吉未来中心 

１２（火） あいサポーターステップアップ研修（東部地区）/振興 福祉人材研修センター 

１５（金） 市町村社協常務理事・事務局長会議/地域 新日本海新聞社中部本社 

１８（月） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（西部）/地域 米子コンベンションセンター 

１９（火） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（東部）/地域 福祉人材研修センター 

２２（金） ふれあい・いきいきサロン世話人交流研修会（中部）/地域 新日本海新聞社中部本社 

２２（金） 相談支援員等専門研修(家計支援研修)/地域 福祉人材研修センター 

２３（土） 市町村社協ボランティアコーディネータースキルアップ研修/人材 倉吉体育文化会館 

２５（月） 市町村社協役員セミナー/地域 新日本海新聞社中部本社 

２６（火） 日常生活自立支援事業実務者会議/地域 倉吉福祉センター 

２６（火） 支え愛マップ第 2 回連絡会（東部） /地域 福祉人材研修センター 

 
 

福祉団体行事予定（２月） 

日付 内容 会場 

７（木） 平成 30 年度母子支援員勉強会/県母協 母子生活支援施設のぞみ 

８（金） 都道府県経営協後期セミナー/経営協 倉吉未来中心 

１１（月） 幹部研修会/母寡連 上井公民館 

１５（金） 権利擁護勉強会/育成会 伯耆しあわせの郷 

１５（金） あいサポートファイルとっとり普及研修・相談会/育成会 伯耆しあわせの郷 

１６（土） 鳥取県福祉研究学会第１２回研究発表会/学会 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

２５（月） 障がい者等虐待防止研修会/社士会 倉吉体育文化会館 

※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。 


