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鳥取県社協ニュース  
令和元年９月 
【第１７７号】 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和元年度県民総合福祉大会 

記念講演「脳を鍛える活脳トレーニング」のご案内 
 今年度の県民総合福祉大会では篠原 菊紀氏を講師に迎え、記念講演を開催します。脳の発達に必

要な食事、睡眠、運動の関係や日常生活で脳を活性化する秘訣についてお話していただきます。多く

のご参加をお待ちしています。 
 
日時 令和元年９月１８日（水） 13：15～14：30 
会場 とりぎん文化会館（梨花ホール） 
講師 公立諏訪東京理科大学 教授 篠原 菊紀 氏 
    
 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先 県民総合福祉大会実行委員会事務局 TEL 0857-59-6344≫ 

 

令和元年度 介護の入門的研修のご案内 
介護に関心がある方を対象に、介護に必要な知識や技術を学んでいただくための研修です。経験が

ない方にも、介護の基礎を講師がわかりやすくお伝えします。 
介護する人・される人が、お互いを支え合いながら安心して生活するにはどうしたら良いかなど、考
えるきっかけをつくってみませんか。 
全日程を終了された方には修了証書を発行します。 
また、研修終了後は、介護の仕事に興味があり施設等で就職を希望される方に対して、鳥取県福祉

人材センターと協力し、就労に向けてご支援します。 
 
会場・開催日・内容 

※各会場定員 ３０名 

講 師 鳥取県介護福祉士会 
対 象 者 介護に関心がある方で、現在介護職として就業していない方 

これから介護の職場に就業を希望される方 
申込期限 令和元年１０月１０日（木） 

          ≪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 

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

 東部 

県立福祉人材

研修センター 

中部 
地域交流センター

アゼリアホール 

西部 

米子東病院 

東館 
内容 

１日目 

10：00～16：00 
１１月２０日(水) １０月２８日(月) １２月３日(火) 

介護に関する基礎知識 

介護の基本、介護における安全確保  

２日目 

9：30～16：30 
１１月２１日(木) １０月２９日(火) １２月４日(水) 

認知症の理解 

障がいの理解 

３日目 

10：00～16：00 
１１月２６日(火) １１月６日(水) １２月１０日(火) 

基本的な介護の方法 
４日目 

10：00～16：00 
１１月２７日(水) １１月７日(木) １２月１１日(水) 

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） 

【講師紹介】 
日常的な場面での脳活動や、確率的条件と快感のかかわりを研究して

いるほか、中高年の脳トレや子どもの教育方法などについてのマスコミ
での解説や著書多数 
○テレビ 「とくダネ！脳活ジョニー」「今夜はナゾトレ」等 
○著 書 「中高年のための脳トレーニング」「ナンプレシリーズ」

「子どもが勉強好きになる子育て」他多数 
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令和元年度 福祉の職場で働く看護職員研修会のご案内 
少子高齢化が進展する中、2025年に向けて地域包括ケアシステムの取り組みが強力に推進されて

います。ますます、福祉の職場で働く看護職も専門職として多様な役割を発揮することが重要になっ
てきました。 
現在、福祉・介護職場で働く看護職員の多くは医療職場からの転入であり、中には医師の不在や一

人職場などの医療職場との違い、介護職など多職種との連携など悩みを抱える看護職員も少なくあり
ません。また、看護職員の配置が少ない職場も多く、不安や悩みがあってもなかなか相談する機会に
恵まれない看護職員もおられ、特に入職後間もない看護職員に対し適切な助言や指導がなされないこ
とで仕事へのストレスが大きくなり、結果として早期離職に繋がってしまうケースもあります。 
 そこで、本研修では福祉職場の看護職員に対し、２日間をとおして、その役割や必要な知識、技術
等について学んでいただきます。あわせて「グループワーク・情報交換」の中で他の研修参加者同士
と思いや悩みを共有し、お互いに助言を行う機会を提供することで、看護職員の福祉職場への定着支
援、資質向上を目的として行います。 
 
日 時 令和元年９月２７日（金）、９月３０日（月） 
会 場 新日本海新聞社中部本社ホール 
対 象 県内の社会福祉施設等で勤務する看護職員 
日程・内容  

定 員 ５０名 
申 込 期 限 令和元年９月１７日（火） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 
 

令和元年度生活困窮者自立支援セミナーのご案内 
 「住まい」は生活基盤の根本であり、その安定確保にむけては住宅基盤整備のみでなく、居住者に

対する福祉的な支援（日常生活支援）を両輪とした取り組みの推進が必要です。団塊の世代が後期高

齢者となる「２０２５年問題」、人口減少と高齢化がピークに達する「２０４０年問題」も踏まえ、

安心して生活できる「住まい」の安定確保は急務です。 

 住まいの安定確保にかかる今日的・将来的課題について理解を深めるとともに、安定確保に向けた

適切な支援のあり方や効果的な取り組み等を学ぶことにより、これからの居住支援推進に関する地域

住民の理解促進、居住支援関係者等のスキルアップを目的としたセミナーを開催します。 

 

日 時 令和元年１０月１０日（木） 13：00～15：30 

会 場 県立福祉人材研修センター ホール 

対 象 者 生活困窮者自立支援事業に関する機関・関係者、 

居住支援関係機関・関係者、民生委員・児童委員、 

その他福祉関係機関・関係者、一般県民等 

講 演 演題「包括的支援で居住と生活の安心を」 

     講師：中央大学法学部 教授 宮本 太郎 氏 

定 員 １５０名程度 

申込期限 令和元年９月２７日（金） 

≪問い合わせ先 地域福祉部 TEL 0857-59-6332≫ 

時間 内容 

1
日
目 

10：00～ 開会・オリエンテーション 

10：05～

13：50 

講義「福祉の職場で働く看護職の役割」～感染対策・事故対策・多職種連携・その他～ 

講師：医療法人真誠会介護老人保健施設ゆうとぴあ 看護師長 齋木 眞由美 氏 

14：00～

16：00 

講義・演習「高齢者の循環器のフィジカルアセスメント」 

講師：鳥取大学医学部付属病院 集中ケア認定看護師 細田 有紀子 氏 

2
日
目 

10：00～ 開会・オリエンテーション 

10：05～

13：50 

講義「認知症高齢者のためのやさしい看護」 

講師：鳥取県認知症ケア専門士会 会長 小徳 美千子 氏 

14：00～

15：30 

グループワーク・情報交換 

アドバイザー：公益社団法人鳥取県看護協会地域包括ケア推進特別委員 

       森本 靖子 氏 

       小徳 美千子 氏 
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令和元年度あいサポートメッセンジャー養成研修会のご案内 
 本県では、障がいへの理解を深め、誰もがお互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を県民の

皆さんと一緒につくっていく“あいサポート運動”を展開しています。そこで、本研修会では、あい

サポート運動の推進役・講師役となる“あいサポートメッセンジャー”の養成を行い、その活動を通

じて運動の更なる県民への理解を深めます。 

 

日時・会場 【東部】令和元年１１月１４日（木）13：30～15：30  

県立福祉人材研修センター 中研修室 

      【中部】令和元年９月２４日（火）13：30～15：30 

倉吉未来中心 セミナールーム３ 

対 象 者 ・市町村社協職員、県・市町村行政職員、学校教員 

・あいサポート企業（団体）の職員 

・障がい福祉サービス事業所等職員 

      ・その他障がいのある方への支援に関心のある方 

内 容 説明「あいサポートメッセンジャーの役割・教材について」 

鳥取県社会福祉協議会職員 

講義・演習「あいサポート研修を伝えるコツ」 

      講師：あいサポートメッセンジャー 

倉吉市障がい者地域生活支援センターはっぴぃ 今西 賀子 

定 員 各会場５０名程度 

申 込 期 限 研修開催日の１週間前までに申し込みください。 

そ の 他 研修修了者には、鳥取県から終了証が交付され、あいサポートメッセンジャーとして登

録されます。 

≪問い合わせ先 福祉振興部 TEL 0857-59-6344≫ 

 

令和元年度保育士等就職支援セミナー 

とりっぽセミナー２０１９あきのご案内 
 保育現場で働きはじめるにあたって必要となる基本知識や実技の習得を目的としたセミナーです。

ブランクのあるかたや保育士未経験のかた、就職について検討中のかたは現在の保育現場の様子を知

っていただくチャンスです。ぜひこの機会にご参加ください。 
 
日時・会場 【東部】令和元年９月７日（土） 県立福祉人材研修センター 学習室 

      【中部】令和元年９月２９日（日） 倉吉未来中心 セミナールーム１ 

      【西部】令和元年１０月５日（土） 米子コンベンションセンター 第 1会議室 

       ※いずれの会場も 13：00～16：00（受付 12：30～） 

対 象 者 ・保育士資格をお持ちで保育士としてブランクがある又は未経験などのかた 

・子育て支援員研修を受講中又は修了されたかた 

・保育士試験に挑戦中のかた 

 

内 容  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定 員 各会場２０名 

申 込 期 限 各会場開催３日前までに申し込みください。 

≪問い合わせ先 鳥取県保育士・保育所支援センター TEL 0857-59-6342≫  

【知る】 
～保育制度の解説～ 

 
 鳥取県の保育に係る現状

や保育士の確保・定着の取

組、国がすすめる子ども子

育て支援新制度等について

保育士・保育所支援センタ

ーの解説とＤＶＤ視聴によ

りお伝えします。 

【学ぶ】 

～保育指針の解説～ 
 

保育現場で保育を行うにあ

たって理解が必須となる新

保育所保育指針について、

講師が実際の仕事について

の話を交えながらわかりや

すく解説します。 

【実践】 
～絵本の読み聞かせ実技～  

 
子どもの読書に関する専門

的な知識や読み聞かせ等の

豊富な経験を持つ「鳥取県

子ども読書アドバイザー」

による絵本の読み聞かせの

ポイント解説、ワークをお

こないます。 
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令和元年度社会福祉法人労務管理研修会「働き方改革」と労務管理のご案内 
 社会福祉法人は、健全な経営と公益的な取り組みの実施など、社会において継続的にその役割を果
たしていくことが求められています。また、労働環境の改善など「働き方改革」への対応は、早急に
取り組む重要な課題となっています。 
今回の研修では、福祉現場における「働き方改革」への適切な対応と多様で柔軟な働き方を推進す

ることを目的に開催します。 
 
日時・会場 令和元年９月２４日（火）13：30～15：30 新日本海新聞社中部本社ホール 
対 象 者 社会福祉法人・施設の労務管理職員等 
定 員 ７０名 
内 容 ・「働き方改革」のねらい 
      ・「働き方改革」対応のポイント～働きやすい職場づくり 
      ・福祉現場における生産性の向上 
講 師 株式会社スターパートナーズ 代表取締役 
      一般社団法人介護経営フォーラム 代表理事 齋藤 直路 氏 
参 加 費 2,000円 
申 込 期 限 令和元年９月１２日（木） 

≪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（西部会場）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・会場等 令和元年１０月１日（火）１３：３０～１６：００  

米子ふれあいの里 中会議室 

       講師：鳥取県西部総合事務所 人権相談員 中川 正純 氏 
       ※なお、東部・中部会場については８月号でご案内し、参加申し込みは終了しています。 

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） 

    先着８０名（１施設１名に限定） 
       ※定員を超えた場合、参加申し込み多数の法人については、参加者を調整させていただくこと

もあります。 

申 込 期 限 令和元年９月２０日（金） 

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

 

とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」まつりのご案内 
 とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」は、豊かな人生経験で培った資格や特技 

などを持つ高齢者と県民をつなぎます。バンクに登録するみなさんが、ご愛顧に感謝して 

まつりを開きます。みなさん、ぜひおいでください！ 

 

日時 令和元年９月２２日（日）10：00～ 

会場 倉吉市「打吹回廊」 

内容 10：00～10：30 「元気が舞い降りた！」 
オープニングイベント：倉吉打吹太鼓 

   10：30～16：00 シニアはじける音楽祭 
              トランペット演奏、ギターアンサンブルなど 

   10：30～12：00 仏師と巡る「福の神」※要申込 先着 30名 

   10：30～16：00 遊ぼう、つくろう 
              バルーンアートやものづくり、凧づくりなど 

13：30～16：00 お客様得々ゼミ 

            倉吉銀座商店街が暮らしに役立つセミナーを開きます。 

   ※９月２０日～９月２８日 倉吉博物館で「シニア作品展」開催 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫  
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（９月） 

日付 内容 会場 

６（金） 苦情受付担当者研修会（中部）／運適 倉吉体育文化会館 

１０（火） ねんりんピック代表者会議/地域 倉吉未来中心 

１２（木） 

１３（金） 
キャリアパス生涯研修課程（チームリーダーＡ）/人材  倉吉体育文化会館 

１９（木） 

２０（金） 
キャリアパス生涯研修課程（チームリーダーＢ）/人材  県立福祉人材研修センター 

２０（金） 苦情受付担当者研修会（東部）／運適 県立福祉人材研修センター 

２２（日） シニアバンク「生涯現役まつり」/人材 倉吉市「打吹回廊」 

２４（火） 社会福祉法人労務管理研修会/振興 新日本海新聞社中部本社 

２７（金） 中部地区高齢者健康運動会/地域 倉吉体育文化会館 

２７（金） 福祉職場看護職員研修会①/人材 新日本海新聞社中部本社 

３０（月） 福祉職場看護職員研修会②/人材 新日本海新聞社中部本社 

 
 

福祉団体行事予定（９月） 

１１（水） 

１２（木） 
第３８回全国社会福祉法人経営者大会/経営協 とりぎん文化会館 

１４（土） ファーストステップ研修会⑩/介福会 まなびタウンとうはく 

１８（水） 県民総合福祉大会/大会実行委員会 とりぎん文化会館 

２５（水） 高齢者の健康づくり・介護予防研修会/老ク連 倉吉体育文化会館 

２８（土） ファーストステップ研修会⑪/介福会 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。 
 

 

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３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。 
 

◆９月 休館日のお知らせ◆  
９月１６日（月）、２３日（月）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 》 


