
 

 

 

 

 

 
《支部活動報告・予定》 

●三 八 支 部 

平成 26 年度の活動報告として、

総会 1 回（6 月）支部研修会

9 月、2 月）青森県弁護士会八戸市支部との

交流会（6 月）、上十三支部との合同セミナ

ー（11 月） 

＊平成 26 年度青森県福祉・介護人材参入促

進事業活用、平成 26 年度八戸学院大学社会

福祉士国家試験、受験対策講座（

月）支部会員 8 名派遣、支部通信

（8 月、1 月）が主な活動内容、でした。概

ね計画通り遂行出来ました。 

今年度を総括すると、弁護士会との交流

会は、日頃抱えている問題についてお互い

が気軽に相談出来る良い機会になりました。

上十三支部との合同セミナー（テーマ：生

活困窮者支援と地域連携）を開催し、タイ

ムリーことについて実践的な研修を行い他

支部との交流も深めることが出来ました。

支部通信も発行し、研修会等の状況や最

新の動向を発信し、支部会員全員が活動に

参加しているという意識向上が図れたと思

います。 

平成 27 年度は、支部会員からのアンケー

ト情報をもとに、身近な話題をテーマにし

た勉強会をより多く開催していきたいと思

います。 

 

●下 北 支 部 

下北支部の活動としては、7

会と懇親会を開催しました。近況報告を行

ったりなど有意義な会でした。

研修会を開催しました。「就学援助制度につ

いて」をテーマに、現状と課題を学び諸制
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度に関わる社会資源を知るきっかけにな

りました。10 月には司法と福祉の連携を図

ることを目的にむつ市在住の弁護士の方と

の懇親会を開催して交流を深めました。

月には当会が後援団体となる形で支部研修

会を開催する予定です。新規の会員も少し

ずつ増えフレッシュな顔

ます。支部会報は不定期に発行しており、

今年度は 8 号発行しています。下北地域は

面積が広く支部研修会や支部総会等でなか

なか会員が集まる機会がないので支部会報

は情報共有のための重要なツールになって

います。来年度も今年度の活動に準じたも

のを予定しています。 
 
●西 北 五 支 部 

平成２６年度 西北五支部

 西北五支部では、平成２６年度事業計画

に基づき、各エリア担当の副支部長が企

画・運営し、年間５回の支部勉強会を開催

したほか、忘・新年会や新入会員歓迎会に

て会員相互の親睦も図りました。

 新規事業として圏域の地域包括支援セン

ター・在宅介護支援センターに所属する社

会福祉士のネットワーク化を図るため、「つ

がる西北五圏域地域包括・在宅介護支援セ

ンター社会福祉士ネットワーク（通称

「HO-ZA ネット」）」を立上げました。

 青森県福祉・介護人材促進事業を活用し、

今年度も公開講座を開催しました。

遺品整理士である花輪隆俊氏を講師として

お招きし、『あなたが遺したいものはなんで

すが？～心の整理のお手伝い～』と題しご

講演いただきました。 
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西北五支部 事業報告 
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 来年度は、より多くの会員に支部活動へ

参加していただくとともに、支部運営にも

積極的に参画していただきたいと思ってお

ります。また、社会福祉士として何ができ

るのかを常に考え、地域に根差した社会福

祉士会をめざしていきたいと思います。 

 
《各部会委員会活動報告・予定》 

◆ソーシャルワーカーデー部会 

２６年度事業報告 及び 来年度予定 

平成２６年７月２６日に、ねぶたの家

ワ・ラッセにて、ソーシャルワーカーデー

２０１４ IN あおもりを開催。ソーシャ

ルワーカーへのインタビューDVD の上映、

福祉養成校や共催４団体がブースに分かれ

ての質疑応答を行った。マスコミや学校訪

問等の宣伝効果もあり、来場者は１１０人

となった。 

 来年度は、今年度同様、将来の担い手に

ソーシャルワーカーの仕事を知ってもらお

う、という事を目的とし、平成２７年７月

２５日（土）午後１時３０分から午後４時、

ねぶたの家ワ・ラッセにて、ソーシャルワ

ーカーデーを開催する予定である。事例検

討等の企画を通して、ソーシャルワーカー

への理解を広めていきたい。 

 

◆医療ソーシャルワーカー部会 

今年度当部会は１２月２０日にリンクモ

ア平安閣市民ホール１Ｆカフェテラスルポ

にて「わたしの病院ワーカーとしてのこれ

までとこれから…」というテーマで 5 名の

現任の病院ワーカーより発表して頂きまし

た。研修会４２名、懇親会は２１名参加頂

き、参加者同士が顔を合わせ交流する事が

できました。 

 発表頂いた向中野さん・堀江さん・今さ

ん・中澤さん・山崎さん。また、宮古理事・

当協会事務局スタッフの方々には、ご多忙

の中、本研修開催に何かとご協力頂きまし

て、誠にありがとうございました。 

今後は、顔の見える関係性のみならず、

心の通う関係構築を目指し、来年度の部会

活動を企画検討していきたいと思います。 

 

◆ソーシャルワーク委員会ハンセン病支援

部会 

 ハンセン病支援部会では、今年度「国立

療養所松丘保養園」の観桜会、納涼祭への

参加、「松丘保養園の将来構想をすすめる会」

への参画、「松丘保養園慰安会」への参画を

通じて、ハンセン病支援に取り組んできま

した。部会員が少ないため、なかなか規模

の大きな活動や事業を展開することはでき

ませんでしたが、ハンセン病元患者のみな

さんとの交流や、ハンセン病問題の普及啓

発をコツコツと行っています。 

 1 月 25 日に開催した部会では、ハンセン

病支援についての最近の動向についての情

報交換と、次年度の活動として会員向けの

研修会開催について話し合いました。会員

の中には「ハンセン病問題」についてよく

わからない方も多いと思います。病によっ

て差別や偏見を受け、人生を狂わされた

方々の体験に触れる事で、私たちソーシャ

ルワーカーの価値や倫理を問い直し、二度

と同じような事件を起こさないよう、活動

していくことも大切であるという部会員共

通の想いを確認した会議でもありました。 

 

◆ユース部会 

【平成 26 年度活動報告】 
＊ソーシャルワーカーデー2014inあおもり  

 社会福祉士会のブースで会の活動紹介 

＊第５回小さな勉強会 in 秋田  

～北東北社会福祉士の交流会～への参加 

参加者：38 名 （内、青森県会員：8名） 

【平成 27 年度の予定】 

例年通り 

＊ソーシャルワーカーデー2015 

＊第 6回小さな勉強会 in 青森  

＊ユース研修会 2016 を開催予定。 



【研修開催のお知らせ】 

＊ユース研修会 2015in 青森 

―若手福祉職によるワールドカフェ･セッ

ション― 

日時：平成 27 年 3 月 21 日(

14：00～ 

 場所：カフェテラス Repos(

リンクモア平安閣市民ホール１

会費：無料 
 会員、非会員問わず「気持ちはユース！」

という方の多数の参加をお待ちしており

ます！ 
 

 

「わたし、私の職場

 
皆様はじめまして。五所川原市にありま

す、医療法人社団清泉会 布施病院のデイケ

アに勤務しております、福井康乃と申しま

す。普段は精神保健福祉士として勤務して

おります。 

当院は精神科単科病院で、病床数は

床となっております。同法人に、共同生活

事業所、地域活動支援センター、訪問看護

ステーションがあり、「あなたのために

んなのために わたしのために」の理念の

下、日々デイケアメンバーと共に過ごして

います。 

 日々の業務は、スポーツをしたり、

物をしたり、習字を書いたり・・・プログ

ラムによって活動は様々です。その中でも

大切にしていることは、「共有すること」で

す。メンバーとの時間、楽しいという感情

等、メンバーと一緒に行動し感じたことを

大事にすることで、一人ひとりのことを理

解し、少しずつではありますが信頼関係が

築かれるのではないかと思います。これか

らも一人ひとりが望む生活のお手伝いが出

来ればと思っています。 
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寄付金情報 
  平成 26 年 10 月～平成
  人数 72 件 
  金額 1,328,223 円 
 
 平成２７年度第１回定時総会のお知らせ
  平成 27 年 6 月 21 日（日）
  県民福祉プラザ（詳細は後日）
 
 第２３回日本社会福祉士会全国大会の
 お知らせ 
  平成 27 年 7 月 4 日（土）～
  場所 石川県 
 
 2015 年度第 22 回社会福祉士東北研修大会
 青森大会 
  平成 27 年 10 月 31 日（土）～
  場所 青森市内 
 

<事務局から> 

●2015年度第1回会費引落し

となっておりますので、

ます。 
●住所、職場等の変更のあ

致します。 
 

 会 員 数 情 

２７年２月２８日現在

    会員数 ５６０名 

    入会率 ３８．３６
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あおもり社会福祉士会だより（年３回発行
予定）では、広告を掲載してくださる事業所
や企業を募集しています。希望される事業所
は事務局までお問い合わせ下さい。

 掲載料金は、名刺サイズで
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あおもり社会福祉士会だより（年３回発行
予定）では、広告を掲載してくださる事業所
や企業を募集しています。希望される事業所
は事務局までお問い合わせ下さい。 

掲載料金は、名刺サイズで１，０００円～です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜編集後記＞ 

  あっという間に年度末。今年度もやり残した

こと、出来なかったことを反省。もっと紙面の

充実や必要な情報の提供や一杯あったはずな

のに。 

  人は大きくジャンプするためには、大きく膝

を曲げて屈伸しないといけないそうです。自

分自身に言い訳しながら、来年度こそはと。心

に思うのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 （技術評論社 定価２，０８０円+税） 
 

学校法人西野学園 社会福祉士通信課程 

お問合せ：札幌医学技術福祉歯科専門学校（西館） 社会福祉士通信課程 

充実のサポート体制で、社会人の資格取得をバックアップ！ 

●修業年限：1 年 10 ヵ月（平成 27 年 5 月入学～平成 29 年 2 月卒業） 

●出願期間：平成 26 年 10 月 1 日（水）～平成 27 年 4 月 14 日（火）消印有効 

（札幌医学技術福祉歯科専門学校 附帯教育事業） 

<姉妹校> 函館臨床福祉専門学校/札幌心療福祉専門学校/札幌ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 

<サポート１> 働きながらでも学びやすい、５月入学＆１年１０ヶ月の学習 

<サポート２> 面接授業や国家試験対策講座は、函館市や札幌市などで開講 

<サポート３> 入学金免除、教育訓練給付制度指定講座（支給条件あり） 

★第 26 回社会福祉士国家試験 本課程合格率 41.9％ ※全国平均 27.5％ 

住所：札幌市西区西野 2 条 2 丁目 8-15 電話：011-661-3360 

介護のことなら、何でもご相談ください。 

認知症の予防や進行の緩和、ADL/IADL の 

維持向上を支援いたします。 

 
認知症対応型共同生活介護事業所  桃 源 

通 所 介 護 事 業 所  桃 源 

通 所 介 護 事 業 所  桃 花 
 
〒030-0911 青森県青森市造道 3 丁目 21-21 
電話 017-765-6175 ＦＡＸ017-765-6176 
ＵＲＬ http://www2.actv.ne.jp/~tougen1/ 


