
あおもり社会福祉士会だより 第 54 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私は、現在、福祉系専門学校に

勤務し、保育士・幼稚園教諭養成

コース（2年間）では「保育相談支

援」、「人権問題論」を、介護福祉

士養成コース（保育士資格取得者

で 1年間）では「社会の理解」、「障

害の理解」、「介護の基本」、「生活

支援技術」を担当しています。 

今、保育も介護も変革の波が押

し寄せています。具体的には、こ

れまでの保育指針が改定となり、

平成30年度から新しい指針の運用

が開始されます。また、介護福祉

士資格は、養成校卒業と同時に資

格が付与された制度が改正され、

社会福祉士養成校と同様、受験資

格を得て、国家試験を受験し、合

格後、登録して介護福祉士資格が

付与されるという仕組みとなりま

した。第 30 回国家試験が養成校の

学生が初めて受験するもので、平

成30年 1月の国試受験対策に関わ

らざるを得ませんでした。合格し

ますように祈るばかりです。 

さて、「人権問題論」は平成 27

年度から講義しているのですが、

障害者支援施設での勤務体験や社

会福祉士として活動がとても役に

立っています。テキストは、横藤

田誠・中坂恵美子著「人権入門」

法律文化社です。回を重ねるごと

に、新しい発見や新たな読み方が

出来、学生に対する話し方も変わ

ってきています。はしがきに「ま

ず自分が人権の享有主体であるこ

とを意識してもらいたい。（略）す

べての人に保障されるべき人権が、

最も否定されやすい局面を知り、

基本的人権がすべての人に保障さ

れる社会とは何かということを、

人として、主権者としてしっかり

考えてみてほしいと願っている。」

と著者の思いが記されています。

私にとってこの講義を担当すると

いうことは、私自身の人権感覚を

広げてくれる機会ともなっていま

す。  

人権の享有主体としての私 
青森県社会福祉士会 会長 鳴海 春輝 
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支部名 支部長 副支部長 事務担当者

東青 羽部　清隆
舟崎　浩平
水上　里紗
加藤　卓也

佐藤　忠明
船水　麻衣

成田　徳太郎
小笠原　秀樹
平野　絢子

中南 齋藤　拓 小林　雅也
小川　幸裕(出納）

中村　直樹

三八 晴山　久寿
浮木　隆

小泉　紀之
高橋　亜希子
田名部　俊

西北五 藤田　智久

山崎　生
長谷川　亘
其田　真一
工藤　泰平

片岡　沙織

上十三 盛田　一成
向井　祥

中渡　俊明

十文字　利則
小笠原　麻衣子

原田　章弘
村田　文絵
上野　雄太

下北 納谷　むつみ 加藤　文丈
工藤　源輝

傳法　久昭（出納）

成 29 30 年度 委員長 す

各支部の支部長です
理事の顔ぶれ。左から最上事務局長、嶋中、宇佐美、納谷、鳴海(春)会長、今、中村の各氏。	

（このほかに鳴海（孝）氏、野田氏も） 
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東青支部 

東青支部では、年度始めの名刺交換会の際に、昨年度の

活動を中心とした支部活動紹介動画の上映や、年度末に

は支部活動報告として支部会の様子を写真付きで配布

することを通して、活動の中身が少しでも見えるように

工夫しています。来 
年度は「振り返り」 
をテーマに、年数や 
分野を問わずに学び 
やすいような内容を 
考えています。 
 

― 青森県社会福祉士会の各委員会・支部の動きをお伝えします ― 
 

ユース部会 

《平成 29 年度の主な活動について》 
・6 月 3 日(土)、4 日(日) 全国大会福島大会参加 
・7 月 22 日(土)ソーシャルワーカーデー 

当日社会福祉士会のブースを担当 
・10 月 28 日(土) 北東北 3 県の合同研修会 

秋田・大館市にて開催。青森県からは 8 名が参加

しました！ 
・3 月 10 日(土) ユース研修会 2018 

ミュージックレストラン スケルツォ 2 にて開催 
《来年度計画している活動について》 
・ソーシャルワーカーデーin むつ市(ブース担当) 
・北東北 3 県の合同研修会 

今年は青森県主催です！場所は未定です。 
・ユース研修会 2019・MSW 部会との合同研修 

西北五支部 

今年度は初めて普段の支部活動(勉強会・懇親

会)の他に、支部 BBQ を開催しました。 
顔が見える関係を大切に、いつも以上に笑い合

い、つながりを深めることができました。 

もちろん今後は 6支部合同の飲み会(勉強会)開

催をめざします!!!笑★ 

※写真は今年度の支部勉強会と支部 BBQ の時の

1枚です！ 

AACSW ニュース 
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ハンセン支援部会の研修会を実施しました 

2017 年 9 月 9 日に、青森県

立保健大学でハンセン支援

部会の研修会を実施しまし

た。金沢大学名誉教授の井

上英夫さんが講師を務めて

くださり、ハンセン病問題

の現状と課題について学び

ました。 

県民福祉プラザにおいて、

9 月 3 日と、12 月 10 日に

基礎研修Ⅰの集合研修が

行われ、20 人の会員が修了

しました。 

受講者は「仕事についてか

らの学習で、改めて気づく

ことがたくさんありまし

た。演習で他の受講生の方

と話し合うことも、とても

勉強になりました。」と話

していました。 
 

 生涯研修事業運営委員会 

〈2018 年度基礎研修 

（集合研修）実施予定〉 

・基礎研修Ⅰ 

9 月 16 日（日） 

12 月 9 日（日） 

・基礎研修Ⅱ 

5 月 20 日（日）～ 

1 月 20 日（日） 

全 11 回 

会場はすべて 

県民福祉プラザです。 
 

 

第三者評価事業運営委員会 

本委員会は、施設・事業所に

質の高いサービスを提供し

てもらうために、“第三者”

の目として訪問し、専門的か

つ客観的な立場から評価し

ています。皆さんは、第三者

評価者として活動すること

に興味はありませんか？他

施設を訪問することで良い

点・悪い点が見えてきて、自

身の所属する施設にフィー 

ドバックできるというメリ

ットがあり、報酬もありま

す。評価者になるには、養成

研修を受講する必要があり

ますが、県社協主催で秋頃に

研修開催を予定しています

ので、興味のある方は是非受

講してみてください。詳細が

わかり次第、またお伝えしま

す！ 

平成 30 年 7 月 22 日(日)  
むつ市・来さまい館(かさまいかん) 
11:30 100(万)人パレード 
13:00 記念イベント 
全体テーマは「悩む～つなぐ・動

く・ソーシャルワーカー」 
パレードへのご協力も是非是非お

願いしたいです 
 

ソーシャルワーカーデー委員会 

参加者からは「ハンセン病

問題についてもっと学ぶ機

会が欲しい」という感想を

いただきましたので、2018

年度以降も継続して研修会

の実施を予定しています。

一緒に活動してくれる部会

員も絶賛募集中です！ 
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【平成２９年度理事会の動き】 

 
〇５月１３日（土）第１回理事会の審議事項 

会計規程の改正について 
平成２８年度事業報告及び決算報告について 

外部理事・監事の候補者の選出について 

役員選出規程の改正について 

新入会員の承認について 

〇第２回理事会（11.25（土））の審議事項 

平成２９年度補正予算（案）について 

会費の按分について 

 法人後見規程（案）について 

 旅費及び報酬規程の見直し（案）について 

 理事補欠選挙の実施について 

 新入会員の承認について 

※この他、会員理事による「理事協議会」が毎

月開催され、実務について協議しています。 

 
 
 
 
＜事務局から＞ 

●会員専用ホームページをご覧ください。 

＊本会ホームページには会員専用ページがあ

ります。 

＊トップページ画面右上の「会員専用」タブを

クリックし、ID とパスワードを入力すれば

閲覧できます。 

＊会員専用ページへのアクセス方法は、同封し

ているお知らせをご覧ください。 

●メールアドレスの登録をお願いします。 

＊会員の皆さまへのお知らせや支部内での情

報交換等を積極的に進めるため、メールア

ドレスの登録をお願いしています。 

＊まだ、登録がお済みでない方は、事務局あて

メールでお知らせください。 

●住所、職場等の変更のある方へ 

会員情報を修正しますので、事務局に変更届

を提出してください。本会ホームページのト

ップ左側から「入退会・変更届」のＰＤＦを

ダウンロードして記入し、日士会にＦＡＸ送

信してください。ご不明の点は事務局へお問

い合わせください。 

 

 

 

 

○寄付金情報 

平成 29 年 4 月～平成 30 年 1 月迄 

・件数 90 件 

・金額 1,191,615 円 
ご支援いただきありがとうございます。 

 

【編輯後記】今年もなんとか「たより」を発行

できました。今後は、ホームページとメール配

信に力を入れ、よりタイムリーな情報をお届け

したいと思います。この「たより」も年１回は

発行いたします。

 

働きながら学ぶ  

 西野学園で社会福祉士を目指します。  

北海道新幹線利用で函館市での受講が可能となりました。  

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！  

<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）  

  資格取得を目指している方にぜひご紹介ください。  

         平成 30 年度生 入学願書受付中  

●修業年限：1 年 10 ヵ月（平成 30 年 5 月入学～平成 32 年 2 月卒業）  

●出願期間：平成 30 年 4 月 12 日（木）消印有効  

願書請求・お問合せ：札幌医学技術福祉歯科専門学校 社会福祉士通信課程  

    住所：札幌市中央区南 5 条西 11 丁目 1289-5 電話：011-513-2111                 

西野学園      で検索ください。  

<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  
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発行人 鳴 海 春 輝 

編 集 青森県社会福祉士会 

     中期計画活性化委員会 

公益社団法人青森県社会福祉士会 

〒030-0822 

青森市中央３丁目 20－30 県民福祉プラザ内 
TEL ０１７－７２３－２５６０ 

FAX ０１７－７５２－６８７７ 

http://www.aacsw.or.jp/ 

E-mail aacsw@nifty.com 

【会 員 数 情 報】 

平成 30年２月 28 日現在 

会員数（614 名） 

入会率は、34.77%（全国 2位） 

information 


