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令和元年度 あいサポーター研修公開講座のご案内 
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 令和元年 10月 7日（月） 13：20～15：30 

会 場 県立福祉人材研修センター 中研修室 

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 50名程度 

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 氏（静和会しらゆき有限会社） 

     【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 氏 

申込期限 開催日の 1週間前 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

権利擁護人材育成研修会（生活支援員地区別研修会）のご案内 
 日常生活自立支援事業は、判断力の低下がみられる方を対象とした事業で、生活支援員が日常的な

支援にあたっています。本会では例年、生活支援員のスキルアップを目的とした地区別研修会を実施

しています。今年度は参加対象を拡大し、「基礎編」と「実践編」として開催します。 

 

 

 

日 時 令和元年 11月 22日（金）13：00～ 

会 場 新日本海新聞社中部本社ホール 

対象者 事業や生活支援員に関心をもっていただいた広く一般の方、新任生活支援員 

 

 

 

 

日 時 〈東・中部〉令和元年 11月 28日（木）13：25～ 

    〈西  部〉令和元年 11月 29日（金）13：25～ 

会 場 〈東・中部〉新日本海新聞社中部本社ホール 

    〈西  部〉米子コンベンションセンター 

対象者 生活支援員、社会福祉協議会職員 

≪問い合わせ先 地域福祉部 0857-59-6334≫ 

 

                   
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） 

基礎編 

「相談援助における質問と傾聴」 
対人援助の現場で使えるコミュニケーションスキルを学びます。 

講師は昨年と同じく、昭和大学の大谷佳子先生です。 

「生活支援員ってなに？」 

実践編  
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「職場のメンタルヘルス対策研修会」開催のご案内 
近年、福祉・介護現場において職員の人材不足や離職率の高まりは、高齢化社会における大きな課

題となっています。また、平成２７年１２月から、職員に対する「ストレスチェック制度」が義務化

されるなど、職場における職員のメンタルヘルス対策が注目を浴びています。 

こうした課題を受け、福祉職場で働く人たちが燃え尽きず、健康に仕事を続けられるようになるこ

とを目的に開催します。 

 

日 時 令和元年 11月 12日（火）10：30～15：30 

会 場 倉吉未来中心 セミナールーム 3 

内 容 テーマ【人間関係の悩みから解き放たれるワークショップ】 

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

対 象 県内の社会福祉施設、社会福祉協議会に勤務する職員および管理者、法人役員等関係者 

※鳥取県保育士等キャリアアップ研修マネジメント分野に指定 

定 員 100名 

申込期限 令和元年 10月 29日（火） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

社会福祉法人会計基準の留意事項～決算時の会計処理～ 
社会福祉法人・施設の会計事務を適正に行うためには、社会福祉法人会計基準を理解し、正しく処

理する必要があります。今回の会計実務研修会は、社会福祉法人の会計責任者や会計事務を担当され

ている方を対象として、計算書類等を作成する際のポイントや決算時の会計処理等を学び、会計実務

能力の一層の向上を目指して開催します。 

 

日 時 令和元年 10月 17日（木）10：00～16：00  

会 場 伯耆しあわせの郷 大研修室 

内 容 ・計算書類作成のポイント   ・決算時の会計処理 

     ・社会福祉法人特有の会計処理 ・監査事例    など 

講 師 池原公認会計士事務所 公認会計士 池原 浩一 氏 

対 象 社会福祉法人・施設の会計責任者・事務担当者等 

定 員 100名 

参 加 費 2,000円 

申込期限 令和元年 10月 9日（水）    ≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

シニアガイドのスキルアップ講座 日本遺産をめぐろう！のご案内 
山陰東部圏域に伝わる「麒麟獅子舞」の物語が日本遺産になりました。鳥取県では三徳山、大山の

地蔵信仰、北前船ネットワーク（賀露・夏泊）に次いで 4つ目の日本遺産です。ガイドのみなさんの

活躍の場が増えてきました。とっとりいきいきシニアバンク「生涯現役」の出番です。  

 そこで古代からの交流拠点・青谷を舞台に、点から面のガイドができるよう、スキルアップ講座を

開くことにしました。ガイド歴がなくても、だれでも参加できます。ふるってご参加ください。 

 

日 時 令和元年 10月 26日（土）7：00集合 

日程・内容 『弥生人も家持も茲矩もながめた青谷の海とジオパークに遊ぶ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費 2,000円（豆腐づくり・弁当代） 

定 員 15名               ≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

夏泊漁港 集合 

定置網・荷さばき見学 

茲矩と海女漁、北前船

について受講 

湊神社、青谷・芦崎

の町並み散歩 

青谷上寺地遺跡

展示館 

青谷上寺地遺跡 

整備室の出前講座 

勝部伝承館 

豆腐づくり体験と昼食 

紅葉の勝部谷ジオ

めぐり 

夏泊へ移動 

解散 

7：00 7：30 8：30 9：00 

10：00 11：30 13：30 

ガイド：河根 裕二さん 
（青谷ガイドネットワーク） 

ガイド：長谷川 正昭さん 
（青谷ガイドネットワーク） 
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鳥取県立福祉人材研修センター利用促進イベント 
みんなで支え愛フェスタ in２０１９のお知らせ 
「県立福祉人材研修センター」は、福祉関係者の研修はもとより福祉情報の発信拠点・交流のスペ

ースとして広く県民の皆様に活用していただく施設です。施設のなかを実際にご覧いただき、利用・

活用していただく機会とするとともに、福祉意識の醸成を図ることを目的に開催します。みなさんに

楽しんでいただけるようなイベントを多数開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先 県立福祉人材研修センター 0857-59-6330≫ 

 

フードドライブ事業のお知らせ 
ご家庭に眠っている未利用食品を持ち寄り、社会福祉協議会等の支援団体を通じて、食べる物がな

くて困っている方や食材を必要としている団体に寄付をする「フードドライブ事業」を実施します！ 

 

日 程 令和元年 10月 1日～11月 2日 ※受付場所の定休日を除く 

時 間 9：00～17：00 

受付場所 最寄りの市町村社会福祉協議会 

     ※11月 2日（土）は鳥取県社会福祉協議会でも受け付けます 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪問い合わせ先 地域福祉部 0857-59-6332≫  

ロビー 受付開始 災害時炊き出し訓練実演公開  

試食品配布開始（先着 250食分） 

『おじいちゃん・おばあちゃんの絵』絵画展 

 シニアバンク登録者によるワークショップ 

ホール  DVD映画「殿、利息でござる」 上映会 

ご寄付いただきたい食品 
・缶詰（肉、魚、野菜など） 

・インスタント食品、レトルト食品 

（カップ麺、カレーなど） 

・乾物（乾麺、海苔、ふりかけなど） 

・飲料（お茶、コーヒー、ジュースなど） 

・ギフトパック（お中元、お歳暮など） 

受け付けられるもの 
・賞味期限が明記され、かつ 3 カ月以上あるもの 

・常温で保存の可能なもの 

・未開封で、包装や外装が破損していないもの 

11：00 11：30 13：00 15：30 

【開催日時】 

２０１９年１１月２日（土） 

１１：００～１５：３０ 

【開催場所】 

県立福祉人材 

研修センター 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（１０月） 

日付 内容 会場 

２（水） 支え愛マップ啓発研修/地域 日野町山村開発センター 

４（金） 鳥取県地域福祉推進トップセミナー/地域 倉吉未来中心 

１０（木） 生活困窮者自立支援セミナー/地域 県立福祉人材研修センター 

１３（日） 介護支援専門員実務研修受講試験/人材 
県立福祉人材研修センター 

鳥取大学医学部 

１７（木） 社会福祉法人会計実務研修会Ⅱ/振興 伯耆しあわせの郷 

２３（水） ねんりんピック県旗授与・激励式/地域 県立福祉人材研修センター 

２８（月） 

２９（火） 
介護の入門的研修（中部①・②）/人材 アゼリアホール 

２９（火） 高齢者健康運動会（西部地区）/地域 どらドラパーク米子市民体育館  

 
 

福祉団体行事予定（１０月） 

日付 内容 会場 

５（土） 第２５回手をつなぐスポーツ祭り/育成会 県民体育館 

８（火） 第３回職員研修会/老施協 アゼリアホール 

１２（土） ファーストステップ研修⑫/介福会 米子コンベンションセンター  

１４（月） 第２回障がい児保育研修会/育み協 米子コンベンションセンター  

２１（月） 第２回施設長研修会/育み協 まなびタウンとうはく 

２４（木） 地域活動リーダー育成研修会/老ｸ連 倉吉体育文化会館 

２５（金） 鳥取県カントリーミーティング/老施協 倉吉体育文化会館 

２６（土） ファーストステップ研修⑬/介福会 まなびタウンとうはく 

※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４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。 
 

◆１０月 休館日のお知らせ◆  
１０月１４日（月）、２２日（火）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 》 


