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鳥取県社協ニュース  
令和２年１１月 
【第１９１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年度職場環境改善研修事業 

メンタルヘルス研修会～コロナ禍を健やかに乗り切るために～のご案内 
 新型コロナウイルス感染症拡大のなか、福祉サービスを提供している職員は、日々不安を感じなが

らも、利用者や地域で福祉サービスを必要とする人々に向き合い日夜奮闘しています。 

このような状況の中でも、福祉職場で働く人たちが燃え尽きず、心の柔軟性を育み、心身ともに健

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２年１１月１０日（火）13：30～16：00 

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及び管理職、法人役員等関係者 

開催方法 オンライン配信  

※オンライン参加される方については、事前に接続テストを行います 

※インターネット環境の整わない方は県立福祉人材研修センター学習室にてご参加いただ 

けます。（定員 10名） 

内 容 「非常時に求められる心理学的対処 

―ストレスをひどくしないためにムリせずできることー」 

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 

申込期限 令和２年１１月２日（月） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

 

 

令和２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。 

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 2 年１１月１６日（月）13：20～15：30 

会 場 県立福祉人材研修センター ホール 

対象者 広く県民の皆様を対象とします（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（株式会社メモワールイナバ） 

    ○ミニ講座「聴覚障がい者と聞こえる人の共存について～私たちができる活動～」（仮題） 

     講師：特定非営利活動法人西部ろうあ仲間サロン会 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

 

                   
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２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 令和 2 年１１月１2日（木）13：15～16：30 

会 場 米子市福祉保健総合センターふれあいの里 大会議室 

受講対象 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）職員等 

定 員 ３０名 

内 容 あいサポートメッセンジャーの役割について 

     障がいの特性について 

     あいサポーター研修の進め方等について 

≪問い合わせ先 福祉振興部 0857-59-6344≫ 

 

 

 

令和２年度障がい者グループホーム世話人等研修のご案内 
 障がいのある方が地域で自立した生活を送るための居住の場であるグループホームにおいて、適切

なサービス提供の確保及び支援内容の充実等、職員の専門性の向上を図ることを目的とします。 

 

日 時 【全体研修】令和２年１１月２７日（金）10：30～14：30 

     【圏域別研修】令和２年１２月１５日（火）10：30～14：30 

対 象 者 グループホームにおいて、直接支援に携わっている職員 

     グループホームに関心のある福祉関係者 

開催方法等 『Ｚｏｏｍ』を活用したオンライン研修 

      ※オンライン参加される方については、事前に接続テストを行います 

      ※インターネット環境の整わない方に向け少人数の研修会場を用意いたします 

      【全体研修】 

       県立倉吉未来中心 セミナールーム１（定員 30 名） 

      【圏域別研修】 

       東部 県立福祉人材研修センター 学習室（定員 10名） 

       中部 県立倉吉未来中心 セミナールーム７（定員 20 名） 

       西部 米子市公会堂 集会室５（定員 30 名） 

内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込期限 【全体研修】令和２年１１月１７日（火） 

     【圏域別研修】令和２年１２月４日（金） 

≪問い合わせ先 福祉人材部 0857-59-6336≫ 

  

【全体研修】 
○コロナ禍におけるメンタルヘルスケアマネジメント 

講師：鳥取県立精神保健福祉センター 植田 俊幸 氏 

○言葉の力で自分も変われる！～ペップトークで今を受け入れる～ 

講師：倉吉病院リハビリテーション運動療法士 河本 耕一 氏 

【圏域別研修】 
○津久井ゆりやま園事件のその後について（仮） 

講師：鳥取大学地域教育学科 教授 小林 勝年 氏 

○障がい福祉サービスとは（仮） 

講師：鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局 障がい福祉課 

   主事 中西 真穂 氏 

○各圏域ＧＨ紹介＆情報交換会 
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介護の出前講座「知ってみよう！介護のこと」のお知らせ 
 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。家庭科の授業や人権学習（研修）にご

活用ください。 

 

対 象 中学校・高等学校の生徒、PTA 

その他 希望に応じて講師を派遣します（費用無料）。 

希望開催時期の 3 ヶ月前までに申し込みが必要です。 

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 0857-59-6336≫ 

 

「介護助手」募集中！ 
今後、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、福祉施設等で介護を担

う人材が不足していくことから、介護人材の確保は、団塊の世代が後期高齢者

になる令和 7 年(2025)年に向け、喫緊かつ社会的要請の強い課題です。介

護・生活支援に携わる人材を社会全体として確保する取組を進めていかなけれ

ばなりません。 

元気な高齢者の方々の活躍の場の創出と介護従事者の確保・定着を図る新た

な仕組みとして、県内の介護施設において「介護助手」の導入が始まっていま

す。介護助手とは、介護施設で部屋の掃除や食事の配膳・片付け、ベッドメイ

ク、シーツの交換、趣味活動の手伝い、話し相手など、介護の補助的な仕事を

担っていただく方です。詳しくは、ぜひお問い合わせください。 

≪問い合わせ先 福祉人材部 TEL 0857-59-6336≫ 

 

 

Facebook で情報発信しています！！ 
鳥取県社会福祉協議会では研修やイベント等の最新の

情報を Facebook でお知らせしています。新型コロナウイ

ルスの影響により研修・イベント等の開催に変更があった

場合、Facebook でもお知らせします。 

 

こちらの QR コードまたは県社協ホームページからアクセスできます。 

たくさんの“フォロー”“いいね”お待ちしています。 

≪問い合わせ先 総務部 0857-59-6331≫ 

 

 
全国社会福祉協議会発行の月刊誌の申込など詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。 

http://www.tottori-wel.or.jp/p/soumu/toshoassen/ 

 

 
 

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５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。 
 

◆１１月 休館日のお知らせ◆  
１１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 》 
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行事予定 

市町村社協関係行事予定（１１月） 

日付 内容 会場 

4（水） 市町村社協新任職員研修（2 日目）/地域 倉吉市上灘公民館 

10（火） 高齢者健康運動会（東部地区）/地域 コカ・コーラウエストスポーツパーク  

10（火） 職場環境改善研修会（メンタルヘルス）/人材 WEB 研修 

11（水） 生活困窮者自立支援事業現任研修/地域 まなびタウンとうはく 

18（水） 

19（木） 
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 

19（木） 
支え愛マップづくりインストラクター養成研修（2 日目）/

地域 
倉吉福祉センター 

26（木） とっとり方式普及啓発研修（江府町）/地域 江府町 

26（木） 

27（金） 
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 

 

福祉団体行事予定（１１月） 

日付 内容 会場 

3（火） 親子ふれあい交流事業(西部)/母寡連 森の国 

4（水） 階層別研修会（中堅Ⅱ）/児入協 倉吉体育文化会館 

4（水） 第 2 回児童福祉推進委員会/民協 倉吉体育文化会館 

4（水） 第 2 回地域福祉推進委員会/民協 倉吉体育文化会館 

5（木） 第 2 回総務・企画委員会/民協 倉吉体育文化会館 

8（日） 子育て支援事業（東部１）/母寡連 さざんか会館 

11（水） 介護の日啓発活動/老施協 JR 各駅（鳥取、倉吉、米子） 

11（水）～ 

 15（日） 
食育研修会/育み協 WEB 研修 

13（金） 第 3 回広報委員会/老ク連 倉吉上井公民館 

14（土） 研究発表大会/介福会 県立福祉人材研修センター 

15（日） 子育て支援事業（東部２）/母寡連 さざんか会館 

17（火） 第 2 回協議員会/児入協 県立福祉人材研修センター 

17（火） 第 3 回編集会議/育成会 上井公民館 

19（木） 母子部会/母寡連 倉吉体育文化会館 

19（木） ライフサポーター研修会/母寡連 倉吉体育文化会館 

19（木） 第 4 回理事会/母寡連 倉吉体育文化会館 

20（金） 高齢者の健康づくり研修会（ウォーキング）/老ク連 大山町 

22（日） 子ども養育費啓発事業(西部)/母寡連 米子コンベンションセンター 

22（日） 親子ふれあい交流事業（中部）/母寡連 森の国 

27（金） 第 3 回冊子作成作業委員会/育成会 県立福祉人材研修センター 

30（月） 地域活動ﾘｰﾀﾞｰ育成研修会/老ク連 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。 

※最新の開催情報は本会ホームページに掲載しています。 


