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鳥取県社協ニュース  
令和元年８月 
【第１７６号】 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度 あいサポーター研修公開講座開催のご案内 
鳥取県では、様々な障がいの特性、障がいのある方が困っていること、障がいのある方への必要な

配慮などを理解し、日常生活でちょっとした配慮を実践していく“あいサポーター”の活動を通じ

て、誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）を皆さんと一緒につくっていく“あいサポート運動”

を推進しています。 

このたび、県民の皆さんに本運動への理解をいただき、広く県内にあいサポーターの輪を広げてい

くため、あいサポーター研修公開講座を開催します。 

  

 日時・会場 東部会場：令和元年１０月７日（月）１３：２０～１５：３０ 

            福祉人材研修センター 中研修室 

       中部会場：令和元年８月９日（金）１３：２０～１５：３０ 

            エキパル倉吉 多目的ホール 

 対 象 者 広く県民の皆様を対象とします。障がいについて知りたい方、障がいのある方への支援

に関心のある方など、どなたでもご参加いただけます。 

また、「あいサポート企業・団体」又は、これから認定申請を予定されている企業・団体

においては、職員研修の一環としても御参加ください。 

 定 員 各会場５０人程度 

 内 容 【あいサポーター研修】あいサポート運動・障がいの特性について、簡単な手話 

        講師：あいサポートメッセンジャー 藤田亜矢 

       【ミニ講座】障がい者を地域で支える取組み～よりよい地域をめざして～ 

        講師：認定 NPO法人十人十色 理事長 岸本美鈴 

 参 加 申 込 各開催日の１週間前までに申し込みが必要です 

≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 

 

 令和元年度 苦情受付担当者研修会開催のご案内 
 社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについて、常に利用者等からの苦情に対し適切な

解決に努めることが求められています。とりわけ受付段階における対応は極めて重要であり、対応の

仕方等によっては大きなトラブルに発展することもあります。 

 このため、受付担当者（主に初心者）の方を対象に苦情相談対応における基本を学び、認識を深め

ていただくことを目的として研修会を開催します。 

 

日時・会場 中部会場：令和元年９月６日（金） 倉吉体育文化会館 中研修室 

            講師：鳥取県人権局人権・同和対策課 人権相談員 吉岡 千明 氏 

東部会場：令和元年９月２０日（金） 福祉人材研修センター ホール 

            講師：鳥取県人権局人権・同和対策課 人権相談員 吉岡 千明 氏 

       西部会場：令和元年１０月１日（火） ※詳細は９月にご案内します 

            ※各会場 13：30～16：00 

対象者・定員 社会福祉施設、事業所の苦情受付担当者（主に初心者） 

東部・西部会場は先着８０名。中部会場は先着５０名。１施設１名に限定 

 申 込 期 限 中部会場：令和元年８月２７日（火） 

東部会場：令和元年９月１０日（火） 

        ≪問い合わせ先 福祉サービス運営適正化委員会 TEL 0857-59-6335≫ 

 

                   
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 

Facebook https://www.facebook.com/tkensyakyo 

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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令和元年度 市町村社協 VC 連携強化会議＆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  

今こそ社協の真価が問われる～住民主体の地域づくりをどう進めるか～のご案内 
 社協ボラセンの担当者は兼務が多く、ボラセンとして機能させたくてもなかなかできない状況にあ

るように思います。そのような状況のなか、今一度社協の果たすべき役割や醍醐味を見つめ直し、社

協組織として、社協の強みや兼務の強みを生かして、どう地域づくりを進めていけばよいのかを考え

ます。 

 
日 時 令和元年８月３０日（金）10：00～16：30 
場 所 倉吉福祉センター 中会議室 
日 程 10：00～12：00 市町村社協ボランティアセンター連絡強化会議 
     13：00～16：30 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 
               講義「社協ボラセンの醍醐味」 
               演習「社協ボラセンとしてできること」 
講 師 ローカリズム・ラボ 代表  井岡 仁志 氏 
対 象 市町村社協職員 
定 員 ３０名 
参 加 費 無料 
申込期限 令和元年８月２３日（金） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 
 

令和元年度支え愛マップ啓発研修 

「支え愛マップ」をつくろう！～笑顔あふれる安心のまちづくり～のご案内 
 地域の気になる人、気になることなどの情報をまとめた「支え愛マップ」は、住民が主体となって

取り組むことで、地域の現状が把握でき、お互いに顔の見える関係が作られていきます。そうするこ

とで、地域のことは地域で見守るという意識が生まれ、見守りや居場所づくりなどの日常の支え合い

活動へとつながることが期待されています。 

 本研修では支え愛マップづくりについて、意識やねらいをわかりやすくお話しします。ワークショ

ップでは実際に支え愛マップづくりを体験します。 

 
日時・会場 令和元年 8月 20日（火） 淀江文化センター イベントホール 
      令和元年 8月 24日（土） 琴浦町社会福祉センター 大会議室 
      令和元年 8月 27日（火） 鹿野町老人福祉センター 集会室 
      ※各会場 13：30～16：00（受付 13：00より） 
      鳥取県内 7か所の開催を予定しています。他 4か所については、 
      日程が決まり次第、ホームページに掲載します。 
内 容 講義・ワークショップ 
参 加 申 込 各開催日の 5日前までに申し込みください。なお、当日参加も受け付けます。 

≪問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332≫ 
 
 

令和元年度 社会福祉法人広報関係研修会開催のご案内 
 社会福祉法人は、地域における公益的な取り組みの実施と情報提供、経営状況の公表、福祉人材の
育成・確保など、法人運営に関する情報発信が強く求められており、そのための取り組みが重要とな
っています。 
そこで、今回の研修会では、広報力をアップさせるためのノウハウやツールに関する情報など、こ

れからの広報戦略を学び、広報・情報発信力のさらなる向上を目的として開催します。 
 
日 時 令和元年８月３０日（金） １３：３０～１５：３０ 
会 場 新日本海新聞社中部本社ホール 
内 容 ・インターネット利用者は HPのどこを見るか ～HPの使われ方、見直しの視点 
     ・情報発信、アピールポイント ～求人情報など人材確保につながる手法 
     ・広報（メディア）戦略 ～プレスリリースの方法  など 
講 師 株式会社メディア戦略 代表取締役 メディアコンサルタント 坂本 宗之祐 氏 
対 象 社会福祉法人・施設の管理者、広報担当者等 
定 員 ７０名 
参 加 費 ２,000円 
申込期限 令和元年８月２１日（水） 

≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 
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鳥取県福祉研究学会「第 13回研究発表会」研究発表募集‼ 
 令和２年２月１５日（土）に開催する「第１３回研究発表会」の研究発表を募集します。みなさま

からのたくさんのご応募をお待ちしております。 

 

発表対象者 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者、福祉に関する調査研究

している者、その他福祉に関心を持つ団体・個人 

募集内容 （１）口述発表（分野別の発表を募集します） 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      （２）ポスター発表（分野別の募集はしません） 

応募締切 令和元年１２月２５日（水） 

応 募 先 鳥取県福祉研究学会事務局（鳥取県社会福祉協議会 福祉人材部内） 

開 催 日 令和２年２月１５日（土）10：20～15：50 

会 場 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

≪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」のお知らせ 

鳥取県保育士・保育所支援センターでは、現役の保育士及び

就職支援をさせていただいた保育士の就職後の定着支援とし

て、悩み事をお聞きする相談窓口を設置しています。 

スタッフが解決に向け悩み事を共有します。また、専門的な

内容は、ご希望により専門機関への橋渡しを行います。 

相談は電話・メール・来所でも受け付けますので、お気軽にご

相談ください。 

（来所される際は、事前に時間をご予約ください。） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6342≫ 

 

お詫びと訂正 
令和元年７月１日発行 鳥取県社協ニュース第 175号の記事に誤りがございました。 

謹んでお詫びを申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 

「県社協 役員改選」【理事】 

（誤） 藤友 裕実   （正） 藤友 裕美 

≪問い合わせ先 総務部 TEL 0857-59-6331≫ 

 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内 

令和２年２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。 
※平成３１年４月より申込用紙等の様式が変更となりました。 
新しい様式はホームページよりダウンロードできます。 
 

◆８月 休館日のお知らせ◆  
８月１１日（日）は祝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 》  

No 分野 研究発表例 

1 高齢者福祉（施設系） 介護、高齢者虐待防止、認知症ケア、地域密着サービス、 

生きがい対策等 2 高齢者福祉（在宅系） 

3 障がい児・者福祉 生活介護、生活自立訓練、就労支援、社会参加促進等 

4 児童福祉 
児童養護、保育、情緒発達支援、母子・父子家庭支援、児童

虐待・ＤＶ防止等 

5 地域福祉 地域福祉計画、住民福祉活動、福祉教育、ボランティア等 

6 その他社会福祉領域 
共生型ホーム、生活保護、成年後見、権利擁護、企業ＣＳＲ、

食育等 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（8月） 

日付 内容 会場 

1（木） 

2（金） 
CSW研修①②/地域 県立福祉人材研修センター 

4（日） 介護のお仕事親子体験バスツアー（西部コース）/人材  介護老人保健施設「あやめ」 

6（火） 介護のお仕事親子体験バスツアー（東部コース）/人材  
特別養護老人ホーム 

「智頭心和苑」 

8（木） えんくるり事業相談員連絡会/地域 新日本海新聞社中部本社 

8（木） 介護のお仕事親子体験バスツアー（中部コース）/人材  
介護老人保健施設 

「ル・サンテリオン」 

9（金） あいサポーター研修公開講座/振興 エキパル倉吉 

20（火） 支え愛マップ啓発研修/地域 淀江文化センター 

23（金） 生活困窮者自立相談支援事業市町村社協連絡会/地域 倉吉福祉センター 

24（土） 支え愛マップ啓発研修/地域 琴浦町社会福祉センター 

27（火） 支え愛マップ啓発研修/地域 鹿野町老人福祉センター 

30（金） 社会福祉法人広報研修会/振興 新日本海新聞社中部本社 

30（金） 
第１回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 

30（金） 
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会 

/人材 
倉吉福祉センター 

 

 

福祉団体行事予定（8月） 

1（月） 

2（火） 
中国地区老人福祉施設長研修会/老施協 ホテルモナーク鳥取 

3（土） 
介護支援専門員実務研修受講試験準備講習会（模擬試験） 

/ケアマネ協 
倉吉体育文化会館 

10（土） 第１回乳児保育研修会/育み協 県立福祉人材研修センター 

11（日） 第６９回鳥取県母子寡婦福祉研修大会/母寡連 米子コンベンションセンター 

11（日） 第１回乳児保育研修会/育み協 国際ファミリープラザ 

18（日） ファーストステップ研修⑦/介福会 倉吉体育文化会館 

24（土） ファーストステップ研修⑧/介福会 米子コンベンションセンター 

28（水） 初任・初級保育士研修会②/育み協 県内保育施設 

※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。 

 
 

 

 

 

 


