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「介護･保育職場のエルダー制度導入支援事業」参加事業所募集！
島根県福祉人材センターでは、介護･保育分野における新人職員の職場定着を促進するため、エルダー制度導入支援
事業を実施します。
※エルダー制度とは？
新人職員にエルダー(先輩職員)が寄り添い、精神的なサポートを行うことで職場定着の促進を図るものです。
エルダー制度がスムーズに導入されるよう、一年を通した支援事業を実施しますので、ぜひ導入をご検討下さい。
【保
育】
【介
護】
① 育成研修会
４月２４日（水）9：30～16：00
4月25日（木）9：30～16：00
② 巡回相談
６月下旬～７月頃
5月下旬～6月頃
③ フォローアップカフェ 10月23日（水）
10月17日（木）
④ 成果報告会
2月20日（木）
２月18日（火）
詳しくは島根県福祉人材センターホームページをご覧ください。
■問い合わせ先 法人支援部 人材確保係 ☎ 0852-32-5957
https://www.shimane-fjc.com/

「福祉・保育の就職フェアしまね」の開催
県内福祉事業所における介護職・保育士などの人材確保と、福祉職
場に就職を希望する方への就職支援を目的とした「就職フェア」を開催
します。
参加事業所の受付は、4 月 8 日（月）から行いますので、参加を希望
される事業所はお問い合わせください。
開催日
会 場
法人参加定数
浜田会場 5月19日（日） 島根県立石見武道館
20法人
出雲会場 5月25日（土） 朱鷺会館
３０法人
松江会場 6月 １日（土） くにびきメッセ
50法人
詳しくは島根県福祉人材センターホームページをご覧ください。
■問い合わせ先 法人支援部 人材確保係 ☎ 0852-32-5957
https://www.shimane-fjc.com/

障がい者アートでビーチサンダルを作りました！
知的障がいのある方たちが描いた「アクアスの生き物の絵」を元にしま

ね海洋館アクアスのオリジナルビーチサンダルを作りました。
この企画は、しまね海洋館アクアスと（株）ＴＳＵＫＵＭＯ、島根県社協が
協働して毎年取り組んでおり、今回で５回目になります。
このたび、アクアス入館者の投票によって３つのデザインが選ばれ、４月
下旬から販売が始まります。
今年もとっても楽しいビーサンができましたので、ぜひご購入下さい。
他では買えない限定品！ です。
★販売期間：４月下旬～８月 31 日
★販売場所：アクアスミュージアムショップ、島根県物産観光館
オンワード樫山のオンラインショップ（ＴＳＵＫＵＭＯのサイト）
※原画の作者には、デザイン料
が支払われます。

■問い合わせ先
企画部 企画係
☎ 0852-32-5955

福祉サービス事業従事者研修
受講申込受付中の研修は以下の通りです。
福祉人材センターのホームページをご確認の
上、お申し込みください。
新任職員マナー研修
福祉職員キャリアパス対応生涯研修
〔チームリーダーコース〕
職場研修推進研修
保育士等キャリアアップ研修〔マネジメント〕
同行援護従業者養成研修〔一般研修課程〕
介護支援専門員専門研修兼更新研修
〔専門課程Ⅰ〕
主任介護支援専門員更新研修
認知症介護実践研修〔実践者研修〕

■問い合わせ先
法人支援部 研修係
☎ 0852-32-5975
https://www.shimane-fjc.com

福祉のお仕事相談会・面談会
（5 月開催分）
福祉人材センターでは、大田、浜田、益田
地域での福祉事業所の面談会を定期的に
開催しています。
参加ご希望の事業所は福祉人材センター
までご連絡下さい。出雲会場は 6 月から開催します。
5/8（水）
浜田

5/15（水）
益田

5/22（水）
大田

■問い合わせ先 法人支援部 人材確保係
☎ 0852-32-5957

平成 30 年度 県社協賛助会費・ご寄付のお礼
平成 30 年度も本会事業の趣旨にご賛同いただいた多くの団体、個人の皆さまより、賛助会員として会費納入のご協
力をいただきました。また、使途を選択できる「四つ葉のクローバーファンド」にも多数のご寄付をいただき、誠にありがと
うございます。
県社協は、県民参加による地域福祉の推進を基本に、様々な取り組みの支援を積極的に進めています。お寄せいただ
いた会費、寄付金は、これらの活動の貴重な財源として大切に活用させていただきます。
皆さまのご厚意に心よりお礼申し上げますとともに、今後ともご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。
★平成 30 年度のご報告 （平成 31 年 3 月 15 日現在）
★会費、寄付金はこのような活動に活かされています。
四つ葉のクローバーファンド
・ふくしの学び合い（福祉教育）の推進
賛助会員として
への寄付として
・食を通じた居場所づくり（子ども食堂）の運営支援
403,000円
1,366,947円
・障がい者アートの推進
・災害ボランティアバスの運行
個人：56名
個人：3名
・災害ボランティアセンターの運営支援
団体：50団体
団体：11団体
■問い合わせ先 総務部 総務経理係 ☎ 0852-32-5970

島根県健康福祉祭

「囲碁」「将棋」「健康マージャン」大会 参加者募集！！
シルバー世代の健康・生きがい・仲間づくりをめざして、下記の交流大会を開催します。
この大会は、１１月に開催される全国健康福祉祭和歌山大会の出場選手選考会を兼ねています。
※参加対象は、島根県内に在住する、昭和３５年４月１日以前に生まれた人
期

日

将棋大会

5月11日（土）

健康マージャン
大会

５月１２日（日）

囲碁大会

6月 3日（月）

会 場
いきいきプラザ島根
（松江市東津田町）
松江市城西公民館
（松江市堂形町）
島根県民会館
（松江市殿町）

問い合わせ先
将棋連盟県支部 柳浦
０８５２－２２－３１４７
県麻雀連盟 高井
０８５２－８５－２７２８
県囲碁連盟 若杉
０９０－１０１３－４９９８

引き続き、シルバー美術展の作
品も募集しています。
応募期限
2019 年５月２２日（水）
詳しくは、下記に問い合わせを
いただくかホームページをご覧
ください。

■問い合わせ先 地域福祉部 長寿社会振興係 ☎ ０８５２－３２－５９８１
https://www.fukushi-shimane.or.jp/silver/silver.html

第 20 回島根県障がい者スポーツ大会を開催します！（上半期）
ボウリング競技会
水泳競技会

会
場
しんじ湖ボウル（松江市）
県立水泳プール（松江市）

陸上競技会

益田陸上競技場（益田市）

フライングディスク競技会

松江Ｂ＆Ｇ海洋センター（松江市）

卓球競技会（一般卓球）
卓球競技会（ＳＴＴ）
アーチェリー競技会

県立体育館（浜田市）
サン・アビリティーズいずも（出雲市）
サン・アビリティーズいずも（出雲市）

開催期日【申込期限】
大会期日：2019 年 5 月 18 日（土）
【申込期限：2019 年 4 月 24 日（水）】
大会期日：2019 年 5 月 19 日（日）
【申込期限：2019 年 4 月 24 日（水）】
大会期日：2019 年 6 月 1 日（土）
【申込期限：2019 年 5 月 8 日（水）
大会期日：2019 年 6 月 9 日（日）
【申込期限：2019 年 5 月 8 日（水）】

※ＳＴＴ：サウンドテーブルテニス（視覚障害者のための卓球競技）

障がいのあるご本人の競技への参加はもちろん、併せて大会の運営に協力いただけるボランティアも
募集しています。 詳しくは、島根県障害者スポーツ協会のホームページをご覧下さい。
■問い合わせ先 地域福祉部 障がい者福祉係（島根県障害者スポーツ協会）
☎ 0852-20-7770
http://spokyo.org/

ご寄付をいただきました。
全社協発行の月刊誌は、下記に掲載の「本
会扱いのチラシ」でお申込み下さい！
https://www.fukushi-shimane.or.jp/
pwm/book.htm

平成31年3月分

下記のご寄付を頂きました。誠にありがとうございました。
★ しまね災害ボランティア基金へ
シマネスクくにびき学園西部校
第27期、第28期学友会様 から 40,000円
※公表の承諾を得た寄付者・項目のみ掲載しています。

この通信は、会員や関係の皆様にお送りしています ・・・ 毎月 1 回発行・・・

