平成２９年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業報告
１．定時社員総会
期日
第１８回
定時社員総会
平成２９年

内容
１．平成２８年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業報告について
２．平成２８年度一般社団法人群馬県社会福祉士会決算について
監査報告について

６月１０日
第１９回
定時社員総会

１．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会事業計画について
２．平成３０年度一般社団法人群馬県社会福祉士会予算について

平成３０年
３月１７日

２．理事会
期日
平成２９年
４月１７日
平成２９年
５月１５日
平成２９年

内容
１．平成２８年度事業報告の作成について
２．第１８回定時社員総会および監査について

出席者
１０人

１．第１８回定時社員総会の役割と資料について
２．災害派遣チーム員の推薦及び養成に関する検討会について

９人

３．生涯研修センター設置規定について
１．第１８回定時社員総会の役割と資料について

６月５日

９人

１．障害のある子の「親なきあと」を考えるの後援について
平成２９年
７月１８日

２．日本大学セミナーｉｎ群馬の後援について
３．委員会の見直しについて

８人

４．来年度以降の事務局編成について
１．事務委託の解除について
平成２９年
９月１９日

２．群馬県災害福祉チームについて
３．平成３０年６月総会前研修の講師について

１０人

４．来年度以降の事務局編成について
５．委員会の見直しについて

平成２９年
１０月１６日

１．群馬県災害福祉チームについて
２．来年度以降の事務局編成について

９人

３．委員会の見直しについて
１．第３０回全国大会について

平成２９年
１１月２０日

２．後援について
①高崎地域緩和ケアネットワーク市民講座
②貧困問題を「学ぶ・伝える」レクチャーセミナーｉｎ群馬
③社会福祉施設のＨＩＶ／エイズ啓発研修会
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９人

３．災害派遣福祉チーム員の募集及び推薦について
４．委員会等の設置及び運営に関する規則の一部改正について
５．平成３０年度予算編成及び予算要求書の提出について
６．次期役員の推薦、地区協議会役員報告と委員の推薦について
平成２９年
１２月１８日

１．第７回反貧困ネットワークぐんまシンポジウムの後援について
２．会員情報の更新と会員名簿の作成について

８人

１．千代田町いじめ問題対策委員会の委員の推薦について
平成３０年
１月１５日

２．高崎市障害者自立支援判定審査委員の推薦について

９人

３．群馬県災害派遣福祉チーム員の推薦について
４．ぱあとなあ群馬会員について
１．会員情報の更新と会員名簿の作成について

平成３０年
２月５日

２．第１９回定時社員総会について
１０人

３．平成２９年度補正予算について
４．平成３０年度予算査定について
５．平成３０年度事業計画について
１．高次脳機能障害者・家族・医療従事者向け講習会の後援につい
て

平成３０年
３月１２日

１０人

２．福祉サービス評価推進センターぐんま委員の推薦について
３．第１９回定時社員総会について

３．講演会・説明会等
会議名

期日・内容
日時：平成２９年６月１０日
会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：テーマ

研修会

群馬県災害派遣福祉チーム員の派遣について

講師

社会福祉法人群馬県社会福祉協議会施設福祉課副主幹

講師

群馬県健康福祉部健康福祉課地域福祉推進室室長

座長

一般社団法人群馬県社会福祉士会副会長

鈴木伸明

島田和之

松岡一明

氏

氏

氏

日時：平成２９年７月９日
会場：群馬県公社総合ビル
内容：
【午前の部】
ソーシャルワーカ
ーデー２０１７
in 群馬

①講演：ＩＦＳＷ
講師：大島

ＳｏｃｉａｌＷｏｒｋ定義を考える勉強会

了氏（前日本社会福祉士会国際委員会委員）

②グループディスカッション
コーディネーター

大島

了氏（前日本社会福祉士会国際委員会委員）

【午後の部】
③講演：地域包括ケアにおけるソーシャルワーカーの方向性
講師：長

純一氏（石巻市立病院開成仮設診療所
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所長）

④シンポジウム
コーディネーター

尾方

仁氏（渋川医療センター医療福祉相談室長）

コメンテーター

長

シンポジスト

中井正江氏（群馬県医療ソーシャルワーカー協会会長）

純一氏（石巻市立病院開成仮設診療所所長）

滝澤俊幸氏（群馬県社会福祉士会会長）
林

次郎氏（群馬県精神保健福祉士会会長）

日時：平成３０年３月１７日
会場：群馬県社会福祉総合センター
研修会

内容：テーマ：ソーシャルワーカーの今後
講

師：東京福祉大学

社会福祉学部

～養成の立場から～
准教授

北爪克洋

氏

４．広域の会議等
会議名

期日・内容

出席者

日時：平成２９年６月１７日
会場：鉄鋼会館
第１回関東甲信越

議題：会員管理の方法に関して

ブロック連絡協議

専門研修（認証研修）に関して

会

基礎研修に関して

１人

ぱあとなあの運営等に関して
その他
日時：平成３０年２月１７日
会場：新潟ユニゾンプラザ
第２回関東甲信越
ブロック連絡協議
会

議題：生涯研修制度に関して（基礎研修に関して、認証研修に関し
て、スーパービジョンに関して、その他）
その他（ブロック連絡協議会としての災害対策に関して、ぱ

１人

あとなあに関して、他団体との協働・連携に関して、国家試
験受験者へ支援（対策講座、統一模試）に関して、新入会員
に対する取組に関して、その他）
日時：平成２９年４月２９日
会場：新潟ユニゾンプラザ
議題：新潟県社会福祉士会の紹介と災害時の対応について

第７回関東甲信越

熊本地震支援報告

ブロック社会福祉

熊本地震支援先訪問調査報告

士会災害連携会議

災害支援あり方検討プロジェクトチームについて
各県士会の災害への取り組み報告など
サイボウズ連絡訓練の振り返り
その他
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１人

５．委員会・事業・地区協議会
（１）総務委員会
平成２９年度は活動なし

（２）広報委員会
ニュース９２号

日時：平成２９年７月１２日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９２号

日時：平成２９年８月１５日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９３号

日時：平成２９年１１月１６日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９３号

日時：平成２９年１２月２０日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９４号

日時：平成３０年２月２３日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース９４号

日時：平成３０年３月３１日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局

３人
３人
３人
３人
３人
３人

（３）生涯研修センター
日時：平成２９年９月９日
基礎研修Ⅰの実施

受講者：

平成３０年１月１３日

３０人

会場：群馬県社会福祉総合センター

修了者：

内容：社会福祉士会のあゆみ、社会福祉共通基盤の理解など

２３人

日時：平成２９年５月２０日
平成２９年６月１７日
平成２９年７月１５日
平成２９年８月２６日
平成２９年９月１６日
基礎研修Ⅱの実施

平成２９年１０月１４日
平成２９年１１月１１日
平成２９年１２月９日

受講者：
２３人
修了者：
２２人

平成３０年１月２０日
会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：相談援助の視座と社会福祉援助の展開課程など
基礎研修Ⅲ

対象者がいないため開催せず
日時：平成２９年４月２５日

第１回運営委員会

会場：群馬県社会福祉士会事務局
内容：基礎研修Ⅰ、Ⅱの参加状況について
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１３人

生涯研修センター設置規程（案）について
スーパービジョン助成について
今後の活動について
日時：平成２９年５月３０日
会場：群馬県社会福祉士会事務局
第２回運営委員会

内容：基礎研修Ⅰ、Ⅱの参加状況について
生涯研修センター設置規定の理事会承認について

９人

スーパービジョン助成について
当面の取り組みについて
第３回運営委員会
（広報委員会・ホ
ームページ管理運
営委員会合同）

日時：平成２９年８月２２日
会場：群馬県社会福祉士会事務局
１１人

内容：各委員会等の状況
広報紙、ホームページ及びＳＮＳの効果的な活用方法につい
て
日時：平成２９年９月２６日
会場：群馬県社会福祉士会事務局

第４回運営委員会

内容：全国生涯研修委員会議について

７人

新入会員への対応について
生涯研修センターのＨＰ掲載文章について
日時：平成２９年１１月７日
会場：群馬県社会福祉士会事務局
第５回運営委員会

内容：基礎研修Ⅰの「先輩の社会福祉士と話す」について

７人

来年度の基礎研修について
生涯研修センターのＨＰ掲載文章について
日時：平成３０年１月１６日
第６回運営委員会

会場：群馬県社会福祉士会事務局
内容：基礎研修Ⅰの「先輩の社会福祉士と話す」について

１１人

来年度の基礎研修の講師選定について
日時：平成３０年２月２７日
第７回運営委員会

会場：群馬県社会福祉士会事務局
内容：基礎研修Ⅰの「先輩の社会福祉士と話す」について

６人

来年度の基礎研修について
スーパービジョン
コーディネート

基礎研修修了者へ呼びかけ、希望者にスーパーバイジーとバイザ
ーのコーディネートを実施

７組

（４）社会福祉士養成支援委員会
群馬県社会福祉士会全国統一模擬試験

申込者数

全国統一模擬試験

日時：平成２９年１０月２８日

１６名

の実施

会場：群馬県社会福祉総合センター

受験者数
１４名
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（５）ホームページ管理運営委員会
日時：平成２９年５月１１日
第１回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

８人

内容：ホームページリニューアルについて①
日時：平成２９年６月７日
第２回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

５人

内容：ホームページリニューアルについて②
定時社員総会（６
月期）同時中継

日時：平成２９年６月１０日
会場：群馬県社会福祉総合センター

３人

内容：定時社員総会の同時中継の実施

ソーシャルワーカ

日時：平成２８年７月９日

ーデー２０１７ｉ

会場：群馬県社会福祉総合センター

ｎ群馬同時中継

内容：ＳＷＤイベント

３人

twitter・facebook による同時中継の実施

日時：平成２９年７月２０日
第３回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

６人

内容：ホームページリニューアルについて③
日時：平成２９年１１月２２日
第４回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

５人

内容：ホームページリニューアルについて④
日時：平成３０年２月２１日
第５回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

２人

内容：ホームページリニューアルについて⑤
定時社員総会（３
月期）同時中継

日時：平成３０年３月１７日
会場：群馬県社会福祉総合センター

２人

内容：定時社員総会の同時中継の実施

（６）権利擁護センターぱあとなあ群馬
項
目

事業名

成年後見人等名簿登録
家裁等への後見人等候補者推薦

内容他
平成３０年３月３１日現在

件数等
１５２名

受任件数
５５０件

家庭裁判所、地域包括支援センター、病院などか
らの成年後見人候補者推薦依頼

７４人

成年後見制度を利用するに際しての意思決定支援
意思決定支援のための研修会

のためのツール開発に伴い、研修会を会員向けに

２３人

実施
研

未受任者研修会

修
成年後見活用講座

成年後見の未受任者を対象に、実務に関して研修
会を実施
平成２９年９月１６日に開催
支援者向け（ＭＳＷ、行政、地域包括支援センタ
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１９名
会員５人
非会員

ーなどが参加）

２３人

権利擁護推進事業

成年後見利用促進のための市民後見、法人後見に

太田市

相

平成２９年度群馬県社会福祉

関するシンポジウムの開催

２４名

談

協議会社会福祉振興基金補助

前橋市と太田市で開催（市社協と連携）

前橋市
７３名

事業
相
談

市町村への相談員派遣事業

平成２９年５月２７日開催

ぱあとなあ拡大定例会

前橋

ぱあとなあ役員会・定例会
ぱあとなあ活動報告書チェッ
ク事業

定例会・ぱあとなあ総会、懇親会

４２人
参加

ぱあとなあ役員会：偶数月開催（６回）
定例会：毎月開催（合計１２回）
平成２９年９月２５日、平成３０年３月２８日の
年２回開催
ぱあとなあ役員と会員有志

会
議

前橋市社会福祉協議会（相談員３人を派遣）

権利擁護ネットワーク会議

等

群馬県社会福祉協議会主催の権利擁護ネットワー
ク会議に出席

１人

弁護士会、司法書士会、社会福祉士会と群馬県社
後見関係団体情報交換会

会福祉協議会で権利擁護に関する啓発や今後の取

１人

り組みについての協議
弁護士会、司法書士会と会議を開催
成年後見利用促進ネット
ぱあとなあ担当者会議

３回
日本社会福祉士会ぱあとなあの会議に出席

２回４名

（７）地域包括支援センター支援委員会
日時：平成２９年９月２０日、９月２１日、
地域包括支援セン

平成３０年２月１５日

計３日間

ター実践力向上研

会場：群馬県社会福祉総合センター

修

内容：地域を基盤とするソーシャルワーク実践をおこなうために

１３人

必要となるネットワーク構築・活用のスキルを習得すること
日時：平成２９年１０月１８日
地域包括支援セン

派遣：みどり市・みどり市地域包括支援センター

ター専門職派遣

内容：経済的虐待の認定と判断に至らないが、家庭内における福祉

１人

的支援を要する事例について当会会員の派遣実施

（８）ユースセッション委員会
日時：平成２９年４月２２日
定例会

会場：金の水花

７人

内容：今年度の活動内容
定例会

日時：平成２９年６月１５日
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４人

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：研修会の企画、役割分担
日時：平成２９年８月２４日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

５人

内容：研修会の企画、今後のスケジュール確認
日時：平成２９年９月２０日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

６人

内容：研修会当日の打ち合わせ
日時：平成２９年１１月２１日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：研修会のチラシ、当日の役割分担、

８人

平成３０年度の事業計画
日時：平成３０年２月１日
定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

８人

内容：研修会当日の役割分担、
日時：平成３０年２月１０日
研修会・交流会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：第１６回研修会

１６人

福祉制度利用から自立した生活へ

（９）ソーシャルワーク研究委員会
平成２９年度は活動なし

（１０）子ども福祉専門委員会
日時：平成２９年５月、７月、９月（計３回実施）
委員会活動

内容：第１回、第２回勉強会について
平成３０年度事業計画案、予算要求について

１８人

その他
日時：平成２９年５月２０日
第１回勉強会

会場：群馬県生涯学習センター
内容：「子どもの貧困問題を考える」

５人

※ぐんま思春期研究会の研修会への参加を呼びかけた
日時：平成２９年１０月１３日
第２回勉強会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：「子どもの貧困を考える」（子どもの貧困って？何が問題？）
ワーク１、ビデオ鑑賞、ワーク２、ワーク３

（１１）多文化共生ソーシャルワーカー委員会
平成２９年度は活動なし
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１７人

（１２）高次脳機能障害対策委員会
日時：平成２９年５月１９日
第１回委員会

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：委員会の体制確認

１１人

障害年金、障害者手帳について
日時：平成２９年７月１４日
第２回委員会

会場：新前橋

８人

内容：今後の活動内容について
日時：平成２９年１２月１日
第３回委員会

会場：新前橋

８人

内容：情報交換、今後の予定検討

（１３）スクールソーシャルワーク研究委員会
平成２９年度は活動なし

（１４）社会福祉士実習指導者養成支援研究委員会
日時：平成２９年１１月８日
臨時委員会

会場：群馬県社会福祉総合センター

５人

内容：２０１７年度社会福祉士実習指導者講習会打合せ
日時：平成２９年１１月２５日～１１月２６日
社会福祉士実習指 会場：群馬県社会福祉総合センター
導者講習会

４１人

内容：実習指導概論、マネジメント論、プログラミング論、スーパ 受講・修了
ービジョン論

（１５）ハンセン病福祉研究委員会
日時：平成２９年５月１３・１４日
定例委員会・交流
会・研修会

会場：国立ハンセン病療養所

栗生楽泉園、重監房資料館

７人（うち

内容：委員近況報告、リニューアルＤＶＤ視聴・意見交換（障害者

入所者２

差別解消法の観点からの合理的配慮について）、新年度事業計画の

人）

具体化、入所者との交流、重監房資料館見学等
日時：平成２９年７月７日
会場：高崎健康福祉大学
定例委員会

内容：栗生楽泉園ソーシャルワーカー募集について、ハンセン病市
民学会について報告、ハンセン病家族訴訟について、栗生楽

４人

泉園人権擁護委員会の設置について、回復者参加イベントに
ついて、リニューアルＤＶＤ完成／納品について
日時：平成２９年９月１５日
定例委員会

会場：星野会員宅
内容：リニューアルＤＶＤの納品確認とパッケージ封入作業につい
て、 群馬県内に暮らす社会復帰者とのコンタクトについて、人権
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６人

教育講演会について
定例委員会・交流
会

８人（うち

日時：平成２９年１２月１６日～１７日
会場：国立ハンセン病療養所

入所者２

栗生楽泉園

内容：今年度の活動総括と次年度の活動計画・予算案について

群馬県精神保健福
祉士会東毛地区・
研修会（出前講座）

日時：平成３０年２月９日

人）
参加者約

会場：群馬県精神保健センター
内容：ＰＳＷ研修（ＤＶＤ『栗生の園に行きた証』視聴、講義及び
質疑応答、資料配布・文献提示等）

２０人
会員２人

日時：平成３０年３月２日
会場：高崎健康福祉大学
定例委員会

内容：2/25 社専協ハート相談センター全国担当者会議報告、Ｈ２

４人

９年度活動総括とＨ３０年度活動具体案（楽泉園入所者との交流・
回復者支援・人権研修会を含む）

（１６）リーガルソーシャルワーク委員会
日時：平成２９年９月２３日
会場：高崎労使会館
内容
〇基調講演：「罪を犯す障がい者の見方と地域生活」
講師

榛名病院院長

長谷川

〇対話：「司法・医療・福祉
合同勉強会

憲一氏

それぞれの視点」

世話人

・吉野晶氏

（弁護士）

パネラー

・榛名病院院長

長谷川

・前橋検察庁

検察官

５０人

憲一氏

・かなやま青年寮 斎藤 清孝氏
・群馬県地域生活定着支援センター

高津

努氏

〇ケース報告
「知的障害者の女性・発達障がい者の男性」
報告：関弁護士・近藤司法書士・滝沢社会福祉士
小川社会福祉士・原島精神保健福祉士
日時：平成３０年１月２７日～２８日
場所：群馬県社会福祉総合センター
リーガルソーシャ

プログラム

ルワーク研修（認

〇講義

定社会福祉士認

〇行政説明

「司法に関する基礎知識」弁護士

夕三郎氏

・前橋刑務所・群馬県地域生活定着支援センター

１３人

・前橋保護観察所・弁護士

証）

〇講義「犯罪の理解」弁護士
〇ソーシャルワークの視点
〇演習
合同勉強会

関

近野

宏幸氏

社会福祉士

滝沢

俊幸氏

「支援の実際」

日時：平成３０年３月２１日
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７４人

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容
〇講演：
「対象者との対話から見えてきた、支援につながる心理学」
講師：のぞみの園

発達支援課

課長補佐

小池千鶴子氏

〇講演：「未来につなごう！コミュニケーション」～引きこもり支
援からのヒント～
講師：前橋市

保健予防課

主任精神保健福祉士

加藤木啓充氏

〇実践報告
ぐんまつなごうネットでの活動事例を通して、弁護士、社会福祉
士が報告
会場

群馬県社会福祉総合センター

日時

４月２４日、６月１５日、８月２１日、１０月３０日
１２月４日、１月３０日

・ぐんま・つなごうネット事例検討会
定例会
（事例検討会）

・参加者は群馬県社会福祉士会、群馬県精神保健福祉士会、

各日程
約３０人

群馬司法書士会、群馬弁護士会
・弁護士より被疑者・被告人の障害者・高齢者のケースを持ち寄り
各ケースによりチームを作り更生支援計画を作成し、裁判で証言
するなど「入口支援」を中心に「出口支援」も想定した実務的な
支援を行い、参加者と意見交換を行った。
社会福祉士と精神保健福祉士の連携による再犯防止入口支援を平

福祉支援の助言

成２９年１１月より始めた。
前橋地方検察庁から５件の依頼を受け、社会福祉士を派遣し被疑

５件

者・被告人が活用できる福祉支援について助言した。

（１７）群馬県障害者権利擁護センター
日時：平日９時～１７時

夜間・休日は専用携帯で対応

内容：使用者虐待に関する通報・届け出の受理
障害者・養護者支援に関する相談、相談機関の紹介
障害者・養護者支援のための情報提供、助言、関係機関との連絡調整等
相談業務

障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供
障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発
その他必要な支援
相談受理件数：９１件
相談員：虐待対応専門職チームの６人が交替で事務局に常駐している
第１回市町村虐待防止センター情報交換会

虐待防止ネットワ
ーク会議

（出席者

市町村虐待防止センター職員：１０人

第２回市町村虐待防止センター情報交換会
（出席者

平成２９年７月２６日
平成３０年３月７日

市町村虐待防止センター職員：２３人
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センター職員：５人）
県、センター職員：５人）

分野別研修
１全体研修

市町村、虐待防止センター職員、相談支援事業所職員対象

日時：平成２９年６月５日
会場：群馬県社会福祉総合センター（受講者３１３人）
２コース
障害者虐待防止・
権利擁護研修

対象

市町村職員、虐待防止センター職員、相談支援事業所職員

日時：平成２９年６月２７日
会場：県庁（受講者８２人）
３コース

対象

虐待防止マネージャー（サビ管）

日時：平成２９年６月２９日
会場：県庁（受講者８６人）
４コース

対象

施設管理者

日時：平成２９年６月２９日
会場：県庁（受講者１１６人）
虐待防止権利擁護の出前講座を実施
広報・啓発

３４か所に派遣

虐待対応専門職チ

派遣回数

０回

ーム

事実確認への同行支援

２件

（１８）高齢者虐待対応支援事業
養護者による虐待対応研修
日時：平成２９年６月１９日、２０日、２６日の３日間
会場：群馬県産業技術センター（３５名）
対象：高齢者虐待対応にあたる市町村・地域包括支援センター職員
内容：講義
高齢者虐待防止法と市町村の責務
高齢者虐待と権利擁護
演習
初動期段階、対応段階、評価と終結、総合演習
高齢者虐待対応
現任者研修の実施

施設従事者による虐待対応研修
日時：平成３０年１月１６日、２０日、２３日の３日間
会場：群馬県社会福祉総合センター（２８名）
対象：市町村職員、地域包括支援センター職員
内容：講義
高齢者虐待防止法と市町村の責務
高齢者虐待と権利擁護
演習
通報、受付、事実確認の準備、事実確認、判断会議、
改善計画、モニタリング
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日時：月曜日から金曜日

９時～１７時

（祝日を除く）

窓口：群馬県社会福祉士会事務局
内容：市町村、地域包括支援センターからの相談受付
派遣が必要な場合は、虐待対応専門職チームを派遣（法律職と福祉職）

高齢者虐待に関す

電話相談受付件数

る窓口の設置事業

３７件

ケース会議等への派遣

６件

権利擁護研修等への派遣

７件

施設への権利擁護研修（出前講座）４８件

（１９）中毛地区協議会
日時：平成３０年２月２４日
会場：群馬県社会福祉総合センター
中毛地区総会およ

内容：総会･･･役員改選と来年度の活動内容について
研修会･･･ＤＥＴ研修（障害平等研修）

び研修会

「心のバリアフリーってなあに？

延べ
１５人

～気づこう、理解しよう、まずそこから～」
講師：ＤＥＴ群馬の皆様

（２０）西毛地区協議会
日時：平成２９年５月１３日
会場：高崎健康福祉大学
第１回研修会

内容：「地域包括ケア今後のあり方へのヒント－カナダの施策から
考える」

２０人

講師：高崎健康福祉大学教授 松沼 記代 氏
懇親会：居酒屋ひろき東口本店
日時：平成３０年２月４日
会場：高崎健康福祉大学
第２回研修会

内容：「生活支援体制整備事業の現状と課題」
講師：玉村町ふれあいの居場所フレンド代表 小池 康雄 氏

２０人

高崎市支援コーディネーター 高橋 大吾 氏
懇親会：窯焼きｄｉｎｉｎｇ和蘭 ししがしら

（２１）北毛地区協議会
日時：平成２９年４月１５日
第１回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

７人

内容：年間事業計画について
日時：平成２９年５月１３日
第２回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

６人

内容：会員交流会（７月）、施設見学会（８月）開催について
第３回定例会

日時：平成２９年６月１０日
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４人

会場：群馬県社会福祉総合センター
内容：会員交流会（登山、ＢＢＱ）、施設見学会、
アンケート調査
日時：平成２９年７月２３日
会員交流会

会場：渋川総合公園ＢＢＱ場
内容：ＢＢＱ、ギター演奏

２３人
、（水沢山登山は雨で中止）

日時：平成２９年７月２３日
第４回定例会

会場：渋川総合公園ＢＢＱ場
内容：施設見学会（8/19）、成年後見制度説明相談会（４ヶ所）

１０人

福祉講演会（2/24）について
第１０回施設見学
会

日時：平成２９年８月１９日
会場：総合支援センター「クレア」（安中市）

６人

内容：児童から障がい者、高齢者までを対象とした施設の見学
日時：平成２９年９月２３日

第５回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）
内容：成年後見制度説明相談会（長野原町、中之条町、昭和村、渋

７人

川市）、アンケート調査、福祉講演会について
日時：平成２９年１０月１日
第１回成年後見制

会場：長野原町社会福祉協議会（長野原町）

度説明会

内容：成年後見制度の説明

３人

講師：宇敷進
日時：平成２９年１０月１日
第２回成年後見制

会場：中之条町役場（中之条町）

度説明会

内容：成年後見制度の説明

５人

講師：宇敷進
日時：平成２９年１０月２１日
第６回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）
内容：成年後見制度説明相談会（昭和村、渋川市）、アンケート調

５人

査、福祉講演会、総会について
第３回成年後見制
度説明相談会

日時：平成２９年１０月２２日
会場：ふれあい館（昭和村）
内容：成年後見制度の説明と無料相談
講師：小田充代

第４回成年後見制
度説明会

１３人

・相談：小田充代、宇敷進（４件）

日時：平成２９年１１月２６日
会場：渋川ほっとプラザ（渋川市）
内容：成年後見制度の説明

１０人

講師：財津進介
日時：平成２９年１１月２６日
第７回定例会

会場：渋川ほっとプラザ（渋川市）
内容：福祉講演会、総会、アンケート調査、Ｈ３０年度事業計画
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７人

日時：平成２９年１２月２３日
第８回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

７人

内容：講演会・北毛地区総会、Ｈ３０年度事業計画について
日時：平成３０年１月１３日
第９回定例会

会場：オカベキネマ館（榛東村）

１２人

内容：講演会・北毛地区総会、Ｈ３０年度事業計画について
日時：平成３０年２月２４日
第８回福祉講演会

１４０人

会場：渋川ほっとプラザ（渋川市）

（内会員

テーマ：「最期まで目一杯生きる」
講師：緩和ケアー萬田診療所

院長

萬田緑平

先生

２６人）

日時：平成３０年２月２４日
会場：渋川ほっとプラザ
総会・交流会

内容：平成２９年度事業報告及び会計報告

１４人

平成３０年度事業計画及び予算
交流会（近況報告、課題、情報交換）
日時：平成３０年２月２４日
懇親会

会場：居酒屋

ねこ（渋川市）

１６人

内容：萬田先生および会員との懇親
日時：平成３０年３月１７日
第１０回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター

２人

内容：Ｈ３０年度事業計画について
（２２）東毛地区協議会
東毛地区
情報交換会

日時：平成３０年２月１６日
会場：赤松（桐生市）

９人

内容：情報交換会・会員相互の交流
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