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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールニュースは、
「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」のサー
ビスとして、社会福祉協議会関係者に向けて地域福祉、ボランティア・市民活
動関係の情報をいち早くお伝えするサービスです。東日本大震災等の被災地支
援関係の情報は、全社協被災地支援・災害ボランティア情報のホームページ
http://www.saigaivc.com/ に掲載していますのでそちらもご参照ください。
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（神奈川県精神保健ボランティア連絡協議会 、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会）
◆「NHK 介護百人一首 2015」短歌募集のご案内
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■全社協からのお知らせ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆平成 26 年度「社会福祉協議会活動全国会議」会場変更のお知らせ
（全社協 地域福祉部）

6 月 12～13 日開催の社協活動全国会議につきましては、23 日の締切までに、定員
を大幅に上回る申し込みをいただいたため、下記の通り会場変更いたします。多
数お申込みいただき誠にありがとうございました。参加者の方々には、参加券及
び請求書の発送（開催日の 1 週間前目途）の際に改めて会場案内を同封いたします
ので、確認のうえお間違いのないようご来場ください。なお、参加申込はすでに
締め切らせていただいております。恐れ入りますが追加の申し込みはお受けいた
しかねますのでご了承ください。
【1 日目】6 月 12 日（木）全体会会場
ニッショーホール（日本消防会館）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-16

℡03-3503-1486

http://www.nissho-jyouhou.jp/nissho-hall/accesmap.html
【2 日目】6 月 13 日（金）分科会会場
第 1 分科会
『生活困窮者支援への取り組みと「社協・生活支援活動強化方針」の具体化』
会場：全日通霞が関ビル 8 階 大会議室 http://www.neu.or.jp/html/map/
※全社協隣のビルです。
第 2 分科会
『地域包括ケアシステムの推進にむけて
～介護サービスと小地域福祉活動、生活支援サービスの連携』
会場：全社協灘尾ホール ABC
第 3 分科会
『地域における総合的な権利擁護体制の構築』
会場：全社協灘尾ホール DE
【問い合わせ先】
全国社会福祉協議会 地域福祉部 （水谷・仁木）
〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル４階
TEL 03-3581-4655 FAX 03-3581-7858 E-Mail z-chiiki@shakyo.or.jp

◆平成 26 年度「社会福祉法人広報強化セミナー（社会福祉協議会・社会福祉施設）」
（全社協 政策企画部広報室）
本セミナーは、社協・福祉施設において広報活動を具体的・実践的に進めてい
くための知識・情報を理解するとともに、効果的な広報戦略について学びあうこ
とを目的にして開催するものです。

今年度は、Ⅰ 社協職員コース、Ⅱ 施設職員コースの 2 コースに分かれて、よ
り専門的な内容を学びます。皆さまの参加を、お待ちしております。
【主 催】全国社会福祉協議会
【期 日】平成 26 年 7 月 29 日（火）～30 日（水）
【会 場】全社協会議室（新霞が関ビル 5 階）
【対 象】都道府県・指定都市社協ならびに社会福祉法人・福祉施設で広報活動
を担当するリーダー等
【定 員】100 名
【受講料】9,000 円（宿泊代等別途）
【参加締切】平成 26 年 7 月 1 日（火）必着
【申込方法】開催要綱及び申込書を下記 URL よりダウンロードのうえ、FAX にて
お申込みください。
【問合先】全国社会福祉協議会政策企画部広報室
TEL 03-3581-7889 FAX 03-3580-5721
【受講案内・申込書のダウンロード】
http://zenshakyo.net/download/kaisaiyoko.pdf
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「精神保健ボランティアセミナー」
（神奈川県精神保健ボランティア連絡協議会 、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会）
精神障害のある人の雇用における支援施策と実践を聞き、精神障害のある人の
就労について、それぞれの立場でできることを考えていきます。
1・テーマ「精神障害のある人の就労を支える２～私たちができること～」
2・主催 神奈川県精神保健ボランティア連絡協議会
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会
3・日時 平成 26 年 6 月 7 日（土）13：00～16：00（受付 12：30～）
4・会場 神奈川県社会福祉会館 4 階 第 3・4 研修室（横浜市神奈川区沢渡 4－2）
5・参加対象 ①精神保健ボランティアとして活動している方
②関係機関・団体
③興味・関心のある方
6・参加定員 60 名 ※6 月 1 日締切ですが、定員になるまでは受け付けます。
7・参加費 無料

8・参加申込
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 地域福祉推進担当あて、
e-mail、fax、電話、郵便等にて申し込む。
ＴＥＬ 045-312-4815

ＦＡＸ 045-312-6307

E-mail tiiki@knsyk.jp

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2（かながわ県民センター12 階）
9・プログラム
■基調報告「精神障害のある人の就労の現状」
講師：船山敏一氏（社会福祉法人藤沢ひまわり施設長）
■事例報告 精神障害のある方の就労に携わる方と、就労している方からのお話
（神奈川県障害者就労相談支援センター・
社会福祉法人電機神奈川福祉センター・パタゴニア日本支社）
10・その他 詳細は本会 HP 参照 http://knsyk.jp/
◆「NHK 介護百人一首 2015」短歌募集のご案内
（NHK 厚生文化事業団）
福祉キャンペーン「NHK ハートプロジェクト」の中で、すべての人が”ともに生きる社
会の
実現”を目指し、さまざまな事業に取組んでいます。
介護に関わる方々が日々の生活の中で感じた素直な気持ちを詠んだ短歌を募集。
1.【募集内容】
「介護する」
「介護される」など介護の経験を詠んだ自作の短歌
一人 3 首以内。必ず詞書 100 字を添えて下さい。
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団、NHK サービスセンター

3.【締切】

平成 26 年 9 月 11 日（木）必着

4.【応募方法】応募用紙に必要事項を記入。
専用申込みフォームから応募 http:/www.nnk.or.jp/heart-pj/
5.【問合せ】 NHK サービスセンター 介護百人一首事務局
℡03-3464-5601（午前 10 時～午後 18 時 30 分（土・日・祝除く）
◆第 20 回「NHK ハート展」
（NHK 厚生文化事業団）
障害のある方が作った詩。そこから得たイメージを著名人がアートで表現。
1.【募集内容】
・テーマ「自由」

・自作の未発表の詩
・一人 5 編まで
・点字も可
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団

3.【締切】

平成 26 年 8 月 8 日（金）必着

4.【応募方法】①インターネット（専用応募フォーム必要事項を記入。
www.nhk-sc.or.jp/art/heart/
②郵送（応募用紙はホームページからもダウンロードできます
5.【問合せ】 NHK 厚生文化事業団

「NHK ハート展」係

℡03-3476-5955（平日 10 時～午後 18 時）info@npwo.or.jp
◆第 49 回「NHK 障害福祉賞」
（NHK 厚生文化事業団）
障害福祉への関心や理解を広める。障害のある人自身の体験記録や関係者の
方々からの実践記録。
1.【募集内容】
・未発表の作品。
・字数 800 字以内
2.【主催】

NHK 厚生文化事業団

3.【締切】

平成 26 年 7 月 31 日（木）必着

4.【応募方法】応募要項記載の応募票を記入のうえ、作品に添付して下さい。
5.【送り先・問合せ】NHK 厚生文化事業団「障害福祉賞」係
150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ﾋﾞﾙ
℡03-3476-5955（平日 10 時～午後 18 時）Fax03-3476-5956
http:/www.npwo.or.jp

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■事務局より
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆記事・情報を随時募集しています
セミナー等の紹介・案内(開催地等は問いません)をより多く掲載したいと
考えておりますので、ぜひ情報をお寄せください。また、社協の取り組みや
ホームページリニューアル等の、社協をアピールする記事もお寄せいただけ
れば掲載をいたします。

ご希望の際は事務局までお寄せください。また、本メールニュースのご感
想・ご意見もお待ちしております。
●本メールニュースへの情報・ご意見はこちらへ
メールニュース(社協版)専用：c-news@shakyo.or.jp
●「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」トップページ
http://www.zcwvc.net/
●メールニュースのバックナンバーはこちらで見ることができます
http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=1&m=333
●メールアドレスの変更、メールニュースの配信停止はこちらへ
http://www.zcwvc.net/メールニュース-社協版
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部／全国ボランティア・市民活動振興センター
電話 03-3581-4655/4656
メールニュース(社協版)専用：c-news@shakyo.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
次回は 2014(平成 26)年 6 月 3 日(火)に発行予定です。

