
 

 

 

 

 

 

    

人人人人とのつながりにとのつながりにとのつながりにとのつながりにＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳをををを上手上手上手上手にににに使使使使っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    

   「Facebook の使い方講座」 

    

 西支部では、11 月 15 日に「Facebook の使い

方講座」と題し、Iz.com 代表 IT コーディネー

ター 多々納健一氏を講師に迎え、研修会を開催

しました。Facebook で何が出来るのか！に視点

をあて、興味深い活用事例を通して Facebook の

機能について学びました。 

広島県社会福祉士会も Facebook ページを持っていますが、現在まだまだ活用しきれていません。今回、

多くの企業はこのサービスを活用して売上を伸ばし、ファン層をつくってアピールをしていることを知

りました。活用方法は多様ですが、共通することは、「どうやって人と人とがつながりたくなるか」でし

た。そのひとつは、メッセージに対してコメントしあうことで、リアルな情報交換ができるだけでなく、

お互いの場所が違っていても交流することができます。また、最新の研修やイベントの情報などもホー

ムページと併用しながら掲載することができると「行ってみよう」という気持ちにもなります。会の活

動もさらに活発になり、会員も増えていくとうれしいですね。 

当然、インターネットという環境を活用するうえで注意しておきたいことも。例えば、Facebook で情

報を「一般公開」にすると、不特定多数の人が閲覧できる状態になるため個人情報などの管理が必要で

す。さらに、SNS を利用した犯罪も多くありますので、一人ひとりがしっかりとした知識をもつことも

必要です。 

人と人とのつながりを大切にすることでいえば、たとえ

液晶画面上だけでのつながりであってもその中でしか本音

が言えない人たちも、じつはどんどん増えていることを私

たちは知っています。プロである私たち相談援助職は、ど

んな場面においても、顔と顔を合わせ、息づかいや体温を

感じることのできる信頼関係を築いていきたいものです。

みなさんの SNS ツールは人とのつながりを感じることが

できていますか？ツールに頼ることなくソーシャルワーク

の基礎を踏まえた援助ができていますか？ いま一度、プ

ロとして振り返ることのできる研修でした。 

広島県社会福祉士会 理事 西支部長 幸本尚子 
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報告 

すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議 フォーラム２０１３ 

夢や希望を実現できる社会へ/家族と地域の支えと絆 

 

 12 月 16 日日曜日に、すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議フォーラム 2013

が開催されました。本会が事務局を担う「すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議」

の 2013 年度第 2 回総会、そして、「夢や希望を実現できる社会へ 家族と地域の支えと絆」

と題してフォーラムを、車いすランナーでアトランタやシドニー、北京パラリンピックなど

数々の大きな大会でメダルを獲得された田中照代さんをお迎えして、広島県民文化センター

で開催しました。 

 

 フォーラムでは、県民会議調査研究委員長の谷口光治氏より、広島県内の障害児者の方々

から生活のしづらさや夢や希望のアンケート調査を行ったものをこの度リーフレットを完

成したこと、これらの実態を広く県民の方々に知っていただき、地域の中で暮らしていきや

すい広島県になってほしいとの活動報告がありました。 

 そして田中照代

さんの講演では、会

場正面に小さく設

置されたステージ

の上に車いすに乗

って、自ら学んだこ

とや思い、家族や仲

間に支えられた感

謝の思い、社会の障

壁や差別への体験

の思いを、小柄な体

の手振りをまじえ

ながら笑顔でお話しいただきました。その後の質問時間では次々に手が上り、1 時間以上も

丁寧にお答えをいただき、熱い対話がありました。終了後、楽しそうに田中さんの周りは会

場の参加者の方々が囲まれ、引き続き質問に答えられていて、関心の高さがうかがえました。 

 今回も多くの方々にお聞きいただきたいと思う内容のフォーラムでした。残念ながらご参

加できなかったという方、次回は、是非ご参加ください。 

広島県社会福祉士会副会長 坂本 和夫 

  

⾞いすランナー パラリンピック・メダリストの田中照代さんは、1959 年５⽉に岐⾩県⼟岐市で
5 ⽉に生まれました。４人兄弟の末っ子です。1983 年に会社に⼊社、⼊社 1 年目に事故。頸椎を
損傷し、⿇痺が残り⾞いす生活になり、リハビリの為にとバスケットボールを始めます。⾞いすの
操作が巧くなるために、スラロームをやり始め陸上にのめり込み現在まで続いています。愛知県名
古屋市在住。所属チームは三重県鈴⿅市の ASSA-TC です。 詳しくは、ホームページをご覧くだ
さい。「田中照代」で検索。http://blog.tanakateruyo.com/ 



 

 

 

 

西支部 藤枝しのぶ さいきせせらぎ園養護老人ホーム 

 社会福祉士を取得して２年目。昨年度より社会福祉士会が主催する生涯研修に参

加しています。その生涯研修で学ぶことで私の中で利用者に対しての接し方に少し

変化がありました。じつは私は、社会福祉士資格取得する以前は介護福祉士として

業務をしていました。恥ずかしながら介護知識や技術向上の為に研修を重ねてきま

したが、いつも何かが足りない不安な思いで業務をしていました。そんな時、社会福祉士という資格を

知り、私の足りない技術が学べると思い取得を果たします。社会福祉士の業務は相談援助。知識や技術

だけでなく（人間の）価値を重視しますよね。今回受講している「生涯研修」では、社会福祉士として

必要な専門性を学んでいます。またいろんな社会福祉士分野で活躍している方々の実体験や考えを聞き

ながらまさに“相手の価値を認める。自分の価値も認められる”という場になっています。今、まだ介

護職ですが介護業務のなかでも生涯研修で学んだことはとても役立っています。福祉の世界に共通する

事を学んでいるのだと思います。今後も出来るだけ研修会に参加して研鑽に励み、仕事や自分に還元し

たいと思います。皆様どうぞよろしくお願いします。 

 

♡さわべやすこさんはラブリ～♡ 

 

事務局に勤務しております澤邉康子（さわべやすこ）です。 

主に①あいサポート運動，②すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議，

③ホームレス支援，④その他事務局運営に関する庶務業務などを担当しています。 

あいサポート運動では，今年度から高等学校だけでなく，小学校や中学校への

出前講座も始めました。社会福祉士会 HP のブログで，出前講座の様子を紹介し

ていますのでご覧になってみてください。いつ，どこで，どんな講座をして，ど

んな様子だったのか，できるだけ皆さんにお伝えしたいと思っています。このブ

ログのアップは，楽しい仕事のひとつです。 

今，私は NHK 連続 TVドラマ「ごちそうさん」にはまっています。（土曜日の朝，

BS 放送で一週間分まとめて見ています。）主人公のめ以子が家族のために美味しいものを食べさせようと

一生懸命になっているところが好きです。また，ドラマが終わった後，いろいろなご家族の食事をして

いる写真が出てくるのですが，それを見るのも好きです。にこにこしながら食事をされている写真を見

ると，なんだかこちらまで美味しいものを食べたような気になり，癒されて幸せになれます。人は食べ

ないと生きていけません。（食べ過ぎると害にもなりますが…）人の生死に関係し，また，人を幸せにす

る力を持つ「食」って，大切ですね。こんな私ですが，どうぞお気軽にお声かけしてくださいね！ 

 

 

 

 

「島はぼくらと」 辻村深月 著  講談社 

   瀬戸内海のとある島が舞台。そこで生活する人々を描く。島は、行政が

主体となり、I ターンやシングルマザーを積極的に受け入れて、古い因習う

ずめく閉鎖的な島の空間の中へ、外からの風を送り込む。なぜこのような新

しいコミュニティづくりが始まったのか？島に住む高校生四人を中心に、物

語が展開される。 そして、「地域活性デザイナー」という、人と人を繋ぎ、

廃墟の街を掘り起こす人物が登場する。文中に、ソーシャルワークの文字が

出てこないのが残念だが、環境と人が織り成す人間模様に溢れ、我々社会福

祉士が持つべき価値、知識、技術習得のヒントが満載の一冊。（い） 

社会福祉士お勧めの図書 

事務局から愛をこめて事務局から愛をこめて事務局から愛をこめて事務局から愛をこめて    

会員紹介リレー会員紹介リレー会員紹介リレー会員紹介リレー    



 

        

    

    

    

    

 広島県社会福祉士会の「委員会」とは、事業の企画・研究・調査等の推進を目的として、継続的

または期間を定めて設置される機関です。今号、次号と２回にわたり、各委員会の活動報告をさせ

ていただきます。活動にご興味のある方、社会福祉士としての活動の幅を広げたい方、ご参加お待

ちしています！ 

    

独立型社会福祉士委員会     

委員長：坂本 和夫  

独立型社会福祉士委員会では、独立型社会福祉士の誕生、支援、リスクマネジメント、ネットワーク形

成、権利擁護、力量向上を目標に掲げ、地域で貢献し、県民の福祉の向上を目指して委員会活動をして

います。また、楽しく、支え合い、言いたいことを言う、そして少し上を目指しているのも特徴です。

現在 12 名の委員で活動していますが、当委員会に関心のある会員の方々、どうぞ遠慮なくご連絡くださ

い。お待ちしています。 

 

次世代育成委員会 

委員長：河野 喬 

次世代育成委員会では、次世代の社会福祉士を育み支える活動を行っています。受験生を支援する「国

家試験勉強会」や「全国統一模擬試験」，相談援助実習の体制づくりや質的向上に資する「実習指導者講

習会」及び「実習指導者フォローアップ研修」等です。また、福祉専門職をつなぐソーシャルワーカー

デイ、新年互礼会などにも力を発揮しています。この委員会の活動、結構おもしろいですよ！ 是非い

ちどお越しください！ 

 

障障障障害児者支援委員会害児者支援委員会害児者支援委員会害児者支援委員会    

委員長：百川 晃 

障害児者支援委員会では「すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議」「あいサポート運動」の推

進に協力するとともに、障害福祉に関する情報交換等を行っています。また、ハンセン病回復者の方へ

の相談支援等にも取り組んでいます。今後、研修会や勉強会の開催を予定していますので、皆様ぜひご

参加ください。 

 

ホームレス支援委員会 
委員長：垣内 富子 

2013 年は広島のホームレス支援を始めて 10年目になります。広島地区、福山地区、呉地区で活動内容を

まとめて 10 年誌を発行する予定です。限界集落支援と社会的包摂支援のあり方検討委員会において公益

社団法人広島県社会福祉士会の相談役岡崎仁史先生と特定非営利活動法人広島 NPO センター理事長 中

村隆行さんと関連機関と共に引きこもり、ニート、ホームレス支援を含めての活動を 2013 年度から始め

ました。また、年末には、12/４（水）、青少年センター横での炊き出し、12/22（日） 幟町公園での炊

き出し、来年は、1/1（水）夜回りでのおせち弁当配りを行います。今後とも各機関の皆様のご協力をお

願いします。 

年末特集 

本会の委員会活動を知りつくす！（前編） 



 

生涯研修制度委員 
委員長：山中 康平 

生涯研修制度は実践力を向上させるために会員の皆さまに自己研鑽の機会の提供を行っています。また、

キャリア形成を支援することも目的としており、専門職の資質の向上のための研修に関する制度です。

現在、本会では基礎課程(基礎研修)を開催しています。基礎研修は３年間かけて受講し、実践力を高め

るだけでなく、他領域の会員と出会い、情報交換もできます。最後に基礎研修Ⅲまで修了すると認定社

会福祉士制度に必要な１０単位となります。 

 

子ども家庭支援委員会 

委員長：小林 義雄 

子ども家庭支援委員会は、「子どもと家庭」を対象にした社会的な子育てを支援するため、幅広く会員や

市民とともに考えていく機会を構築しています。そのひとつとしてスクールソーシャルワーカー(ＳＳＷ

Ｒ)の機能に着目し研修会の開催やその実績を基に、広島県教委より家庭教育支援アドバイザの推薦依頼

を受け対応してきております。今年度は、ＳＳＷＲを含め更に地域全体で子どもを育てる仕組作りの啓

発を目的にその第一歩として研修会を 10/12 に行い、参加者から高い評価を頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

～東日本大震災から２年半～ 

放射能被害から今後の支援を考えよう。今後ともヒロシマ

とフクシマが繋がるあり方を考え、支援の継続を! 

 

東北大震災は 2年 8 月となりますが、 

福島では福島原発事故により 14 万人 

の方が避難生活を余儀なくされ、 

放射能の健康への影響、除染の問題等 

の多くの課題が「現在進行形」として、 

生じています。放射能被害の現状と今後の 

支援のあり方を考えるため、「福島の現状」 

「医学的視点による放射能の人体への影響」 

「広島の被爆者援護の歴史」の基調講演と 

引き続いてシンポジウムを開催しました。 

この研修会について、翌日(2013.11.11 

付)の中国新聞に掲載されました。基調講演・シンポジストの 

皆様にご多用な中をそれぞれ貴重な講演、発言を頂きましてありが 

とうございました。フクシマの被害を忘れず、被爆地ヒロシマの 

復興(広島平和記念都市建設法)と、被爆者援護の経験から、 

今後ともヒロシマとフクシマが繋がるあり方を考え、 

支援を引き続き行ってゆきたいと思うものです。 西支部 畠山 京子 

西支部研修報告 

次号も続きます♪ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか？今回は医学一般の問題です。所属されている分野によっては、縁遠い
ものになっているかもしれませんが、ここでもう一度自分の力を試してみましょう！も
う１度おさらいしたら、社会福祉士を目指す後輩たちにドヤ顔で教えることができるか
も？・・・（milk-crown） 
 

 

語り合える友との出会いを！語り合える友との出会いを！語り合える友との出会いを！語り合える友との出会いを！    

広島広島広島広島ソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカーソーシャルワーカー新春互礼会新春互礼会新春互礼会新春互礼会    

 

今年で４回目となる「新春互礼会」は、広島のソーシャルワーカーの親睦をより一層深めることを目的

として３団体(広島県医療ソーシャルワーカー協会、広島県精神保健福祉士協会、当会)の主催により開

催するものです。新年の抱負を語り合い、団体の枠を超えて交流の出来る場として、例年多くの皆様に

ご参加頂いています。「会に入会したけれど交流の場に参加したことがない」という方も大歓迎、ぜひご

参加ください。そうそう！当日は名刺をご持参くださいね！ 

    

        日時日時日時日時    平成２６年１月１１日平成２６年１月１１日平成２６年１月１１日平成２６年１月１１日((((土土土土))))１８：００～２０：００１８：００～２０：００１８：００～２０：００１８：００～２０：００（受付開始１７：３０～）（受付開始１７：３０～）（受付開始１７：３０～）（受付開始１７：３０～）    

    会場会場会場会場    広島広島広島広島ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ国際文化センター国際文化センター国際文化センター国際文化センター    

    会費会費会費会費    ３，０００円３，０００円３，０００円３，０００円    

    申込申込申込申込    別添チラシ別添チラシ別添チラシ別添チラシに詳しい内容がありますのでに詳しい内容がありますのでに詳しい内容がありますのでに詳しい内容がありますので見てみてね♪見てみてね♪見てみてね♪見てみてね♪ 

今でしょ！

《問題1》 
 人体の構造や機能に関する次の記述のうち，正しいものを一つ選びなさい。 
 
１ 幹細胞は，最も分裂・成熟した細胞である。 
２ Ｂ細胞は，体内に侵入した抗原を直接攻撃する。 
３ 汗には電解質が含まれる。 
４ 記憶中枢は，大脳新皮質の海馬にある。 
５ 錐体外路は，延髄で左右交差する。 
 
《問題2》 
 疾患とそれらの病態や合併症等に関する次の組み合わせのうち，適切でないものを一つ選びなさい。 
１ くも膜下出血―水頭症 
２ 筋萎（い）縮性側索硬化症―褥瘡 
３ パーキンソン病―転倒 
４ 慢性閉塞（そく）性肺疾患―肺気腫（しゅ） 
５ 脊（せき）髄損傷―膀胱（ぼうこう）直腸障害 
 

【問題１の解答】３.【問題２の解答】２ 



 

    

    

    

広島県社会福祉士会で使用するロゴマークとキャラクターを描いてみませんか？広島県社会福祉士会で使用するロゴマークとキャラクターを描いてみませんか？広島県社会福祉士会で使用するロゴマークとキャラクターを描いてみませんか？広島県社会福祉士会で使用するロゴマークとキャラクターを描いてみませんか？    

本会の活動をイメージして，長く使われ，親しみやすいものをデザインしてください。本会の活動をイメージして，長く使われ，親しみやすいものをデザインしてください。本会の活動をイメージして，長く使われ，親しみやすいものをデザインしてください。本会の活動をイメージして，長く使われ，親しみやすいものをデザインしてください。    

    

 

    

        

中南支部研修中南支部研修中南支部研修中南支部研修「地域のホスピスケアについて学ぼう」「地域のホスピスケアについて学ぼう」「地域のホスピスケアについて学ぼう」「地域のホスピスケアについて学ぼう」    

日日日日    時時時時：平成２６年２月１日（土）  １０：００～１１：３０ （受付９：３０～） 

場場場場    所所所所：ふくしの駅 3階研修室 （竹原市社会福祉協議会 竹原市中央３丁目１３番５号） 

内内内内    容容容容：：：：「地域のホスピスケアについて学ぼう」 

講講講講    師：師：師：師：広島・ホスピスケアをすすめる会 竹原支部 代表 大石睦子さん 

※研修会終了後、ランチ交流会を開催します。（希望者のみ） 

対対対対    象象象象：社会福祉士会会員・準会員・および研修に参加を希望する方 

参加費参加費参加費参加費：５００円（資料代として）※ランチ交流会参加者はランチ代として１５００円程度必要です※ランチ交流会参加者はランチ代として１５００円程度必要です※ランチ交流会参加者はランチ代として１５００円程度必要です※ランチ交流会参加者はランチ代として１５００円程度必要です    

申申申申    込込込込：１月２７日（月）までに、申込書によりお申し込みください 

 

燃やそう！社会福祉士魂！！～聴こう、語ろう、つながろう～燃やそう！社会福祉士魂！！～聴こう、語ろう、つながろう～燃やそう！社会福祉士魂！！～聴こう、語ろう、つながろう～燃やそう！社会福祉士魂！！～聴こう、語ろう、つながろう～    

日日日日    時：時：時：時：平成２６年１月１８日（土）１０：３０～１７：００（受付１０：００～） 

場場場場    所：所：所：所：中特会館 ３階大会議室（広島市中区幟町３－５７） 

内内内内    容：容：容：容：独立型社会福祉士として先駆的に活躍されている川口正義さんをお招きし、お話を伺います。

さらに、独立型社会福祉士として活動している仲間を中心に、独立型として活動するのはなぜか、どん

なぶれない思いを持ち続けているのかなど、“社会福祉士魂”を語り合いましょう。 

定定定定    員：員：員：員：１００名 

参加費：参加費：参加費：参加費：会員 4,000 円 非会員 6,000 円 学生 3,000 円（いずれも弁当代含む） 

主主主主    催：催：催：催：公益社団法人 広島県社会福祉士会 独立型社会福祉士委員会 

後後後後    援援援援：：：：一般社団法人 山口県社会福祉士会 独立型社会福祉士委員会 

【応募要領】 

応募期間：平成 25 年 11 月 1 日～平成 26年 1月 15 日（到着分まで） 

応募資格：平成 25 年 11 月 1 日時点で本会正会員であること 

応募様式：デザイン画（A4 サイズ以内）をお送りください。色や角度など細かな指定のある場

合は説明書を添付してください。（でも，あまり気にせず，フリーハンドでどうぞ！） 

応 募 先：公益社団法人広島県社会福祉士会事務局 

     〒732-0816 広島市南区比治山本町 12-2 広島県社会福祉会館内 

選考発表：平成 26 年度 総会（粗品程度の副賞あり） 

留意事項：採用されたデザインは，その全部又は一部を用いて本会組織率向上チームがロゴマ

ーク・キャラクターとして作成し，その著作権は本会に帰属します。 

ロゴマーク・キャラクターデザインロゴマーク・キャラクターデザインロゴマーク・キャラクターデザインロゴマーク・キャラクターデザイン募集募集募集募集 

研修＆イベント情報 



 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  編集後記 
 

忘年会シーズン真っ只中ですが、皆様はいかがですか  私は先日、 い事の仲 と一緒に忘年会
をしました。年 や立場が っていても、共 の 味の仲 とは、まるで小学校のお友 。この年

で思いがけずできちゃった友 は、私にはとても な存在です。気安いあまり、 みに くと
を伸ばしすぎてしまうところもあり、そこがまた可愛い大人たちです。皆様も、年末年始ふるさ

とで、大好きなご家族やご友人とお会いすることもあると思います。どうぞ楽しい時 をお ごし
くださいね。（な  

ホームレス支援委員会から寄付のお願い 

   ～自宅でできるボランティア 寄付のご協力をお願いします～ 

 

 １月，2月と，これからもっと寒くなってきます。寒い冬を乗り切るために， 

 シェルターにちょっとした小さなラグマットやこたつ敷きなどがあると助か 

 ります。「新しいけど好みに合わず使ってない，捨てるにはもったいない」 

 というものがありましたらお願いします。→事務局へご一報ください！ 

 

 その他   

 ◇物品 石鹸，タオル，下着，靴下など（原則新品） 

 ◇食品 米，缶詰，即席カップ麺，レトルト食品など日持ちするもの 

東支部勉強会東支部勉強会東支部勉強会東支部勉強会    発達障害の理解を深める勉強会（仮称）発達障害の理解を深める勉強会（仮称）発達障害の理解を深める勉強会（仮称）発達障害の理解を深める勉強会（仮称） 

日日日日    時時時時 平成２６年３月９日（土） １３：００～１７：００ 

場場場場    所所所所 福山すこやかセンター 

内内内内    容容容容 発達障害の理解を深める勉強会（仮称） 

定定定定    員員員員    ３５名 

参加費参加費参加費参加費 ５００円 

    

    家事調停委員（非常勤の国家公務員）の募集家事調停委員（非常勤の国家公務員）の募集家事調停委員（非常勤の国家公務員）の募集家事調停委員（非常勤の国家公務員）の募集についてについてについてについて    

～広島家庭裁判所からお知らせ 

 

 ★任期 最高裁判所が任命し，任期 2年（任命期は 4 月 1 日又は 10月 1 日） 

  （任期更新（延長）されることがあります。） 

 ★選考基準：ア 社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識経験を有すること 

      イ 原則として，年齢が 40歳以上 70 歳未満であること 

 ★勤務裁判所（いずれかの裁判所） 

  （1）広島家庭裁判所（2）広島家庭裁判所呉支部，尾道支部，福山支部，三次支部 

  ご興味・ご関心をお持ちの方は、社会福祉士会事務局もしくは直接広島家庭裁判所に 

  直接お問い合わせください。 広島家庭裁判所問合せ先 総務課 082－228－0495 


