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鳥取県社協ニュース  
令和２年８月 
【第１８８号】 
                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、今後予定されております県社協主催のイベント・

研修等が延期または中止となる場合がございます。開催に変更がありましたら鳥取県社会福祉協議

会ホームページ等でお知らせいたします。 

 

令和２年度あいサポーター研修公開講座のご案内 

障がいを知り、共に生きる！ 

まず、知ることからはじめませんか！ 
 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。 

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 令和２年９月２日（水） 13：20～15：30 

      倉吉未来中心 セミナールーム３ 

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。 

定 員 30名 

内 容 【あいサポーター研修】「あいサポート運動・障がい者の特性について」 

                  「簡単な手話」 

                                講師：あいサポートメッセンジャー 松田 禎人 氏 

          【ミニ講座】「聴覚障がい者と聞こえる人の共存について 

～私たちだからできる活動～」（仮題） 

                       講師：特定非営利活動法人西部ろうあ仲間サロン 

申 込 期 限 開催日の 10日前 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

 

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、ご愛顧に感謝して祭りを開催します。 

2020年の生涯現役まつりは、「鳥取県を舞台に！歴史大河ドラマを推進する会」と連携して、新

たな大河ドラマ候補を来場者の投票で選びます。あなたも投票に参加しませんか。たくさんのご来場

をお持ちしています。 

 

「生涯現役」メンバーによる合唱やサックス演奏、紙芝居など、

子どもからお年寄りまで、みんなが楽しめるショーが続きます。

ご家族みなさまでおいでください。 

 

≪問い合わせ先 福祉人材部 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 

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） 

生涯現役まつり  

令和２年９月５日（土） 

とりぎん文化会館 
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福祉の就職・転職フェアとっとり 2020 夏 中止のお知らせ 
 前号でお知らせしました「福祉の就職・転職フェアとっとり 2020夏」につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、来場者の健康と安全面を第一に考慮し、中止することといたし

ました。 

      ≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

 

介護事業所の「介護助手」導入研修会のご案内 
 高齢者の活躍の場の創出と介護従事者の確保・定着を図る新たな仕組みづくりを目的に、平成３０

年度から本県において介護施設等における「介護助手」の導入を推進しています。 

県内で先駆的に取組んでいる県内の法人から、具体的な実践方法・導入のポイントなどについてお

話をいただき、その成果や課題を共有します。 

 

日時 令和２年８月２７日（木） 10：00～12：00 

会場 倉吉体育文化会館 大会議室 

内容 ○事業概要説明 

   ○実践報告 社会福祉法人こうほうえん いなばエリア総合施設長 桜井 伸哉 氏 

         社会福祉法人やず 専務理事 浜岡 光広 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

 

令和２年度 苦情受付担当者研修会のご案内 
 苦情受付担当者（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】令和２年９月１１日（金） 倉吉体育文化会館 

      【東部】令和２年９月１８日（金） 県立福祉人材研修センター 

      【西部】令和２年１０月２日（金） *詳細は 9月にご案内します。 

       ※各会場 13：30～15：00 

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 

対 象 者 社会福祉施設、事業所の苦情受付担当者（主に初心者） 

定 員 各会場 30名程度 ※１施設１名に限定 

申 込 期 限 【中部】令和２年８月２６日（水）  

【東部】令和２年９月２日（水） 

≪問い合わせ先 福祉サービス運営適正化委員会 0857-59-6335≫ 

  

 導入事業所・職員の声 

・業務改善につながった 

・業務に余裕が生まれた 

・専門業務に専念できた 

・地域に開かれた事業所として 

認識を深めていただけた 

 介護助手の声 

・住み慣れた地域で働くことができる 

・地域貢献・生きがいにつながる 

・介護予防にもつながる 

・介護の仕事の理解が深まった 
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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のご案内 

一人ひとりが輝き、響きあう地域づくり 

～人と人、人と地域をつなぎ、紡いでいく～ 
 そもそもボランティアとは何か、どうして必要なのか、ボランティアができることやその意義につ

いて考えます。また、コーディネート業務についても文字にはできないコツや役立つテクニックなど

を学び、目指す市町村社協ボランティアセンターについてディスカッションします。 

 

日 時 令和２年 8月２４日（月） 10：00～16：30 

会 場 倉吉福祉センター 大会議室 

日 程 10：00～12：00 市町村社協ボランティアセンター連携強化会議 

    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】「社協ボラセンの役割とあり方」 

講 師 日野ボランティア・ネットワーク 森本 智喜 氏 

対象者 市町村社協役職員 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

 

保育士等就職支援セミナーとりっぽセミナー2020 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知識の修得を目的としたセミナーです。保育制度に

関する動向や保育士需要について解説するほか、絵本の専門アドバイザーが、現場で役立つ読み聞かせ

の手法や手遊び等を実演します。保育士資格をお持ちの方、子育て支援員の方などのご参加をお待ちし

ています。 

 

日時・会場 A：令和２年８月２９日（土）倉吉未来中心 セミナールーム 2 

      B：令和２年８月３０日（日）とりぎん文化会館 第 4会議室 

      C：令和２年９月６日（日）米子コンベンションセンター 第 1会議室 

      D：令和２年１１月１３日（金）とりぎん文化会館 第 4会議室 

      E：令和２年１１月１８日（水）米子コンベンションセンター 第 1会議室 

      ※各日程開催時間は 13：30～16：30 

 対 象 者 保育園、認定こども園、幼稚園等に復職（就職）を検討している方 

 内 容 １．保育制度に関する動向と保育士需要 

       ２．保育現場の様子と保育士の役割 

       ３．絵本の読み聞かせ実技 

       ４．就職、就職準備金等の相談会（参加任意） 

 実 技 講 師 日程A   おはなしグループがらがらどん代表 池田 緑 氏  

      日程 B・D  鳥取市子どもの読書活動推進委員長 山田 節子 氏 

      日程 C・E  絵本の会「ほしのぎんか」代表   渡邉 眞子 氏 

申 込 期 限 各会場開催日 3日前まで 

≪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≫ 

 
 

県立福祉人材研修センター予約申込受付のご案内 

令和３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。 

 

◆８月 休館日のお知らせ◆  

８月１０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 》  
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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 

4（火） 支え愛マップインストラクター養成研修①/地域 
県立福祉人材研修センター 

(WEB：倉吉福祉センター) 

5（水） 

6（木） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（中堅職員 A)/

人材 
県立福祉人材研修センター 

6（木） 日常生活自立支援事業専門員連絡会（中部）/地域 倉吉福祉センター 

6（木） 日常生活自立支援事業専門員連絡会（西部）/地域 ふれあいの里 

7（金） 支え愛マップづくりインストラクター養成研修②/地域 倉吉福祉センター 

19（水） 生活困窮者自立支援事業市町村社協連絡会/地域 県立福祉人材研修センター 

20（木） コミュニティソーシャルワーク研修①/地域 県立福祉人材研修センター 

20（木） 

21（金） 

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（中堅職員 B)/

人材 
倉吉体育文化会館 

21（金） コミュニティソーシャルワーク研修②/地域 とりぎん文化会館 

24（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 

24（月） 
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 
倉吉福祉センター 

 

福祉団体行事予定（８月） 

日付 内容 会場 

2（日） 親子ふれあい交流事業/母寡連 森の国（大山町） 

9（日） 農業体験事業②/母寡連 湯梨浜町 

23（日） 家族支援プロジェクトワークショップ［東部］/育成会 県立福祉人材研修センター 
 
※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。 

※最新の開催情報は本会ホームページに掲載しています。 


