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E-mail：c-news@shakyo.or.jp

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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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《今号の目次》
■全社協からのお知らせ
◆「スーパービジョン研修会
（
「対人援助職の成長をめざすスーパービジョン」コース）
」受講者募集のご案内
（全社協 中央福祉学院）
■他団体等からのお知らせ等
◆「障がいのある人とない人のスポーツ・レクリエーション交流事業講習会」
（公益財団法人日本レクリエーション協会）
◆集え!地域の力!!「小地域福祉活動サミット at 首都大学東京」
（小地域福祉活動サミット at 首都大学東京実行委員会）
◆「第 17 回 全国食事サービス活動セミナー－「食」がつなぐ 人・地域・暮らし－」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
◆「地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾」
（東京ボランティア・市民活動センター）
◆2014 年度「地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修」
（公益社団法人 日本社会福祉士会）
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■全社協からのお知らせ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「スーパービジョン研修会
（
「対人援助職の成長をめざすスーパービジョン」コース）
」受講者募集のご案内
（全社協 中央福祉学院）
中央福祉学院では、社会福祉施設等における対人援助（相談援助、介護、保育
等）実践リーダーを対象とした、標記研修会の受講者を募集いたします。本研修
会は、初日の全体講義で、スーパービジョンの必要性と目的・機能、援助者とク
ライエントがおかれている状況理解、援助者の自らの実践の検証方法などを学び
ます。2 日めはグループに分かれて事例検討を行い、事例検討の進め方や作法の習
得をめざし、最終日には全体会での模擬事例検討会を行うなど、充実した内容で
スーパーバイザーとしての実践力を高めます。講師陣には社協職員の方もおられ
ますので、その体験談をスーパーバイザーとして今後研鑽を積まれるうえでの参
考にしていただけます。受講申込書は中央福祉学院ＨＰからダウンロードできま
す（http://www.gakuin.gr.jp/training/course317.html）
。
１．主催 全国社会福祉協議会・中央福祉学院
２．日程 平成 26 年 8 月 23 日（土）～8 月 25 日（月）
３．対象 社会福祉施設等における対人援助（相談援助、介護、保育等）実践リ
ーダー
※役職等は問いませんが、ご自身の援助実践事例を記述・提出できる
方で、チームリーダー等の役割を担う方（予定の方を含む）を対象
とします。
４．講師 対人援助トレーナー／日本社会事業大学客員教授 奥川幸子氏 ほか
５．定員

120 名

６．受講料

30,900 円（旅費・宿泊費は別途）

７．申込期限 平成 26 年 6 月 25 日（水）
（必着）
８．事前課題
受講者は事前課題として、実践事例の作成を提出していただきます。
※現場実践のなかで、クライアントの理解のしかたや支援方法、クライアン
トとの関わりなど、相談援助実践課程において気にかかっている事例を記
述していただきます。
〔事前課題提出期限：７月 24 日（木）〕
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=■他団体等からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=◆「障がいのある人とない人のスポーツ・レクリエーション交流事業講習会」

（公益財団法人日本レクリエーション協会）
（公財）日本レクリエーション協会が主催する「健常者と障害者のスポーツ・
レクリエーション活動連携推進事業」では、この度、次のとおり「障がいのある
人とない人のスポーツ・レクリエーション交流事業講習会」を開催することとい
たしました。障害者総合支援法の地域生活支援事業においても障害や障害者（児）
の理解のための研修や啓発の実施が必須事業として位置付けられたように、社協
においても共に生きる地域社会づくりの推進は大きなテーマとなっています。講
習会は講義だけでなく、体験やワークショップで構成される参加型研修会です。
全国 6 か所で開催されることとなっていますので、社協としてのご参加ならびに、
ボランティア・NPO 等にも参加を呼びかけていただきますようお願いします。
1.日時及び会場
７月５日（土） 10:30～16:00 大阪（大阪府立体育会館）
７月６日（日） 10:30～16:00 名古屋（日本ガイシスポーツプラザ）
７月 12 日（土） 10:30～16:00 宮城（ベルサンピアみやぎ泉）
７月 13 日（日） 10:30～16:00 東京（日本体育大学世田谷キャンパス）
８月２日（土） 10:30～16:00 広島（県立障害者リハビリテーションセンター）
８月２日（土） 10:30～16:00 北九州（北九州市障害者スポーツセンター）
2.内 容：
○交流事業の意義
○障がいのある人とない人が共に楽しむスポーツ・レクリエーション 活動の体験
○障がいあるなしに関わらずスポーツ・レクリエーション活動を地域で実施するた
めの課題と解決方法（ワークショップ）
（講師：野村一路 日本体育大学教授、藤田紀昭同志社大学教授他）
（参加費：無料）
（各定員：６０名）
3.問合せ・連絡先
公益財団法人 日本レクリエーション協会 （ご担当者：古田）
〒101-0061 東京都千代田区三崎町２－２０－７水道橋西口会館 6 階
電話 03‐3265‐1893 ／ FAX 03‐3265‐1245
Email furuta@recreation.or.jp
URL

http://universal.recreation.or.jp/

◆集え!地域の力!!「小地域福祉活動サミット at 首都大学東京」
（小地域福祉活動サミット at 首都大学東京実行委員会）

現代社会には地域で孤立している人、生きづらさを抱えている人がいます。そ
うした生きづらい状況を少しでも改善しようと活動している人がたくさんいます。
そこで、日頃活動している人同士が交流し、互いに学び合い、今後の活動への活
力を得る場として、小地域福祉活動サミット at 首都大学東京を東京都・神奈川県
社会福祉協議会の協力により開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。
【日時】平成２６年７月２６日（土）午後 1 時～5 時
【会場】首都大学東京 南大沢キャンパス
【主催】小地域福祉活動サミット at 首都大学東京実行委員会
【内容】第１部 基調講演「世界を変えるために、今、地域でできること」
講師 鬼丸昌也さん（ＮＧＯテラ・ルネッサンス）
第２部 分科会
第１分科会「場ができると、地域が動く！！」
第２分科会「ﾀﾞﾝ､ﾀﾞﾝ、団地が好きになる。～マンション団地の明るい明日」
第３分科会「仲間を増やそう！～仲間づくりの仕掛けや工夫を実践から学ぶ」
第４分科会「ＣＳＷ里見涼はいた!?～実践事例から学ぶコミュニティソーシャルワ
ーク」
第５分科会「自分たちの活動のモチベーションについて語り合おう！」
【定員】５００名
【参加費】５００円（当日集金）
【申込み】下記アドレスにアクセスいただきチラシをダウンロードしてください。
申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸあるいはメールにてお送りください。
ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.tcsw.tvac.or.jp/event/documents/260528chirashi.pdf
FAX:042-677-2131

ﾒｰﾙ：summittokyo2014@gmail.com

◆「第 17 回 全国食事サービス活動セミナー－「食」がつなぐ 人・地域・暮らし－」
（一般社団法人 全国老人給食協力会）
全国老人給食協力会は、誰もが安心して暮らし続けられる地域をめざし、
「食
の福祉的支援」を通じたコミュニティづくり活動の推進、スキルアップのための
活動者研修を行っています。このセミナーでは、最新の福祉施策の動向やまちづ
くり、市民団体におけるリーダーシップなど幅広い視点を取り上げます。身近な
「食」の支援から、超高齢社会における＜参加型福祉＞のあり方を考えてみませ
んか。どなたでもご参加いただけます。お昼休憩時には、食事サービス団体のお

弁当を食べながらの「ランチ交流会」を行います。自己紹介ができる資料をお持
ちください。
【日時・場所・交通機関】
2014 年 7 月 27 日（日）10：00～16：00
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社本社内カフェテリア
千代田ファーストビル西館 3 階（千代田区西神田 3－5－2）
【参加費】一般 2,500 円 学生 1,000 円（資料・お弁当・お茶付き）
【申し込み方法】
１．申込フォーム（http://form1.fc2.com/form/?id=766382）必要事項を記入
し、送信
２．FAX 〈宛先〉03-5426-2548
チラシ PDF（http://www.mow.jp/pdf/2014seminar.pdf）参加申込書を印刷
できます
※１・２とも受付確認のメール・FAX を送信します。内容をご確認ください。
【申し込み締め切り】定員 100 名になり次第〆切
【主催・問い合わせ先】
一般社団法人 全国老人給食協力会（事務局：伊藤・斉藤）
TEL 03-5426-2547 FAX 03-5426-2548 メール

infomow@mow.jp

〒158-0098 東京都世田谷区上用賀 6-19-21

◆「地域に根ざす中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾」
（東京ボランティア・市民活動センター）
相談活動の基本から学びたい方には[相談を受ける力]を、事例を通してじっく
りと学びたい方には[実務スタディゼミ]をおすすめします。市民とともに地域づ
く りをすすめる、中間支援組織の方を対象にした学びの場として、みなさまにも、
この機会をご活用いただければ幸いです。
■相談を受ける力
6 月 16 日（月）10:00～17:00

定員：30 名

am/講義＋演習 [なぜ？から始める相談活動]
実務に欠かせない相談業務。相談の流れや受け止め方などについて講義と演習形
式で学びます。
pm / 演習

[活かせるケース記録・検討とは]

相談の記録やケース検討の方法、またスーパーバイズの必要性について演習を通
して学びます。

◎講師/ 山崎美貴子（TVAC 所長）
、唐木理恵子さん（JVCA）
◎申込締切：6 月 11 日（水）
詳しい内容はこちらから → http://www.tvac.or.jp/special/im/stepup2014
■実務スタディゼミ
6 月 27 日（金）19:00～21:00
受講生が自ら持ち寄る課題を題材にして、受講生相互の共同作業によって解決策
を見つけ出す、少人数制の学び場です。相談ケースの検討や事業企画、あるいは
先進的な事例見学など、業務から見えてくる地域課題の解決方法をみんなで探り
ます。相談や各事業の実務担当者向けです。
◎担当/唐木理恵子さん（JVCA）
、サポーター（ゼミ 1,2 期生）
◎申込締切：6 月 24 日（火）
＊定員 10 名（最少 5 名）/ 来年 1 月まで毎月 1 回（全 8 回）開催 / 7 月以降の予定は
受講生と協議(平日夜間開催）
詳しい内容はこちらから → http://www.tvac.or.jp/special/im/semi2014
問合せ先：東京ボランティア・市民活動センター
支援力アップ塾担当（佐藤、清水、熊谷、朝比奈）
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸（かぐらがし）1-1
セントラルプラザ 10 階
TEL: 03-3235-1171 / FAX: 03-3235-0050
http://www.tvac.or.jp/

◆2014 年度「地域包括支援センターネットワーク実践力養成研修」
（公益社団法人 日本社会福祉士会）
地域包括支援センター職員や関係者の方々が、地域を基盤とするソーシャルワ
ーク実践を行うために必要となるネットワーク構築・活用のスキルを習得するた
めの研修です。
１．日程 【前期】２０１４年８月３０日（土）～３１日（日）
【後期】２０１５年２月２８日（土）～３月１日（日）
２．会場 前期：綿商会館（東京都中央区）
後期：東京都内（調整中）
３．受講対象者
・地域包括支援センター職員

・市町村職員
・社会福祉協議会職員
・障害者相談支援専門員

等

４．定員：７０名（先着順）
５．申込期日：７月３１日（木）まで
６．受講料：都道府県士会会員 42,000 円
会員以外 50,000 円
※開催要項は以下よりダウンロードできます。
http://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kensyu/honkai/senmon/index.html
【申込・問い合わせ先】
（公社）日本社会福祉士会 http://www.jacsw.or.jp/
〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-13 カタオカビル 2 階
TEL：03-3355-6541 Fax：03-3355-6543

担当：縄田 nawata@jacsw.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 17 日(火)に発行予定です。

