
三重県社会福祉士会 会員の皆様へ 

是非、下記の北勢ブロック交流会に参加しませんか？ 

参加自由です。毎回、新しい方が参加されますので、 

毎回全員の自己紹介をします。 

気軽に参加できるのがモットーです。 

メールをいただくか、直接会場にお越し下さい。 

当日参加大丈夫です。 

記 

北勢ブロックの方針 

 「北勢地域の福祉・介護職のレベルアップに貢献していく」 

平成３０年度の基本テーマ「各専門職の現状等パート２」 

 

 運営主体 ： 三重県社会福祉士会北勢支部 

 

 参加対象者： 三重県社会福祉士会会員・福祉や介護に興味のある方等（制限無） 

 

参加方法 ： 第 1部は、原則、自由参加 

       第 2部は、事前予約制 

 

連絡方法 ： 北勢ブロック代表 菰野町社会福祉協議会 福田雅文 

       メール：hag05510@nifty.ne.jp 又は電話 090-4799-7729まで 

 

開催通知等： 上記メールアドレスで、メール連絡します。 

 

開催日時 ： 原則 毎月第４金曜日 19:30～21:00 第 1部 

 21:20～22:30 第 2部(情報交換会) 

 

開催場所 ： 四日市総合会館 4階会議室 

 

 



平成 30年度 活動計画 

平成 30年４月２７日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「平成 30年度 専門職講師選定」 

     「平成 30年度介護保険法改正の影響」 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 菰野町社会福祉協議会 

常務理事 福田雅文氏(社士) 

 参加費 無料 

 参加人数 21名（内会員 11名） 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費 3,500円） 

 参加人数 10名（内会員 8名） 

 

５月２５日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「生活困窮者への施策等について」 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 障害者就労継続支援Ｂ型 めびうす 

     サ-ビス管理責任者下井信夫（社士） 

 参加費 無料 

 参加人数 36名（内会員 12名） 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 参加費 有料（実費 3,500円） 

 参加人数 7名 

 

６月２２日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「利用者家族支援等について」 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 鈴鹿市総合相談支援センターあい     

社会福祉士 南川久美子氏 

 参加費 無料 

 参加人数 19名（内会員 9名） 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 参加費 有料（実費 3,500円） 

 参加人数 8名 

 

 

７月２７日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「主任児童員の現状について」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 介護老人保健施設ちゅうぶ 

     社会福祉士 山下純生 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 



 

８月１９日（日）18:00～22:00  

 テーマ 交流懇親会「ネットワーク強化交流会」 

     ～四日市大花火大会見学～ 

 場 所 川越町 アトレ川越 

世話人 社会福祉士 南川久美子氏 

 参加費 1,000円 

 参加人数 15名 

 

 

９月２１日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「三重ダルクの現状について」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 三重ダルク 

 理事長 村田直樹（弁護士） 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 

１０月２６日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「地域密着型特養の現状と課題」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 聖十字四日市老人福祉施設 

 施設長 石橋一幸氏（社士） 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 

１１月２２日（木）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「ソーシャルスクールワーカーの 

現状について」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 社会福祉士 加藤利枝氏 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 



１２月２１日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「要支援者等に対する総合事業に 

      ついて」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 高田短期大学 蒔田勝義氏（社士） 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 

平成 30年１月２５日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「留学生の状況 育成方法について」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 

教員 鈴木夕香子氏（介福士） 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 

２月２２日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「高齢者も加入できる生命保険の話し」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 メットライフ株式会社 

     大下眞司氏 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 

３月２２日（金）第 1部 19:30～21:00 第２部 21:20～22:45 

 テーマ 「些細な人権の問題について」 

 

 場 所 四日市総合会館４階 会議室 

講 師 ウェルネット２１ 

 関口広樹氏(社士) 

 参加費 無料 

 参加予定人数 20名 

テーマ 「情報交換会」 

場 所 炭焼屋ＳＨＵ(予定) 

 

 

 

 参加費 有料（実費） 

 参加予定人数 10名 

 



 

 


