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6 月 12 日（土）定時総会・全体研修について【予告】
下記のとおり、2021 年度の会員定時総会および全体研修を開催いたします。
■日

程／2021 年 6 月 12 日（土）午後

■総会議案／１．決議事項（予定）
１）2020（令和 2）年度計算書類（決算関係書類）等の承認について
２）役員の選任について
２．報告事項（予定）
１）2020（令和 2）年度の事業内容について
２）2021 年度の事業計画について
３）2021 年度の収支予算について
■全体研修／各部門担当理事からのメッセージ（Zoom ウェビナーによるライブ配信）
①各部門や委員会等の 2020 年度の具体的活動報告
②各部門や委員会の活動紹介

＊未だ終息に至らない新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定時総会におきましては、昨
年度と同様に、会員の皆様には、できるだけ「書面評決」でのご参加を推奨させていただき
ます。
＊定時総会開催の詳細（
「総会資料」
（議案集）と「議決権行使書ハガキ」
）は、5 月末頃に会員
のみなさまへ送付予定です。お手元に届きましたら必ずご確認ください。
なにとぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021 年 5～7 月の各種研修事業について
新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて、当会では引き続き、研修や会議はオンラインを中心
に実施していく方針です。
4 月末現在、日程等が決定している研修等は以下の通りです。

●基礎研修Ⅰ（Zoom ミーティング）／受付中。4/25 現在 35 名申込
●基礎研修Ⅱ（Zoom ミーティング）／申込締め切りました。68 名受講決定済
●基礎研修Ⅲ（Zoom ミーティング）／申込締め切りました。36 名受講決定済
●2021.5.17 および 5.26 介護施設職員向け高齢者虐待防止研修（県事業／Zoom
ミーティング）／定員を大きく超えるお申込みをいただいています。4/30 締切

●2021.6.12（土）全体研修（Zoom ウェビナー ※会員定時総会とあわせて実施）
●2021.6.17 および 6.21 新潟県地域包括支援センター職員等研修（初任者
研修）
（県事業／Zoom ミーティング）
●2021.7.17（土）ソーシャルワーカーデー（オンラインプログラム、オンデマンドプ
ログラムを予定）
上記のほか、今後企画する各研修の詳細は決まり次第、随時ホームページ等に掲載いたします。
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会員理事候補者が確定しました
選挙管理委員会 委員長 周佐 百合子
2021 年度および 2022 年度の当会役員選出にあたり、役員選出規則第 7 条第 3 項に基づき会員理
事立候補者の公募（2020 年 12 月 18 日公示）を行いました。立候補届の内容を審査した結果、14
名の立候補届を受け付けました。立候補者が定数であったことから、選挙は行わないことを確認
し、14 名が会員理事候補者として確定しましたのでご報告いたします。

会員理事候補者（立候補届出順）※年齢は届出日時点
候補者氏名

ひろかわ

所属・役職

国際こども・福祉カレッジ

主な活動歴

・介護老人保健施設で支援相談員 9 年、現職専門学校教員 6
年目
・2015 年新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 社会
福祉学専攻修士課程 修了
・2018 年度より日本ソーシャルワーク教育学校連盟関東甲
信越ブロック新潟県支部会運営委員会参加
・2019 年度より新潟県社会福祉士会基礎研修講師担当

立候補理由
抱負

介護老人保健施設の支援相談員として 9 年間の現場経験及び
現職である専門学校での教員経験を生かし社会福祉士会に貢
献できると考えます。また、社会福祉士取得後より、当会に
入会し様々な研修に参加し、惜しむことなく自己研鑽を継続
してきました。仕事や研修で得た知識や技術を社会福祉士会
への恩返しと発展、社会福祉士の存在意義のさらなる向上、
クライエントへの還元を目指し公益社団法人新潟県社会福祉
士会会員理事に立候補致します。

し ん の すけ

廣川 真之輔
（会員番号 38590）

性別
男

年齢
40

候補者氏名

い の う え

も と ゆ き

井上

基之

推薦者

男

社会福祉法人 愛郷会

主な活動歴

2017 年～現在 新潟県社会福祉士会理事
新潟市社会福祉協議会、新潟 NPO 協会、新潟県教育庁（ス
クールソーシャルワーカー）を経て現職。高齢系 2 施設 4 事
業を運営しているほか、新潟医療福祉カレッジ社会福祉科で
講師を務めている。

立候補理由
抱負

新潟県社会福祉士会の職能団体としてのプレゼンスを高め、
社会福祉士、ソーシャルワーカーが一層力を発揮できるよ
う、精一杯取り組む所存です。
また、これまでの経験はもとより、法人の経営者あるいは教
員として、多角的な視座から会務に尽力したいと考えており
ます。

年齢
40

小久保 志乃（会員番号 25903）
横山 豊治（会員番号 777）

所属・役職

（会員番号 35551）

性別

教員

推薦者

高橋
星野

理事長

是司（会員番号 943）
和幸（会員番号 26029）
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候補者氏名

わたなべ

しんや

渡辺

信也

所属・役職

相談支援事業所ふらぽーと秋桜

相談支援専門員

主な活動歴

・新潟県社会福祉士会において、ぱあとなあ新潟担当理事、
災害支援班運営委員、福島県復興支援員として活動
・新潟県広域災害福祉支援チーム員、防災士
・柏崎市社会福祉協議会法人後見運営委員
・刈羽村社会福祉協議会法人後見運営委員

立候補理由
抱負

成年後見制度利用促進の基本計画を推進させ、地域の中で権
利擁護支援が促進するためにもう少し尽力したいため

（会員番号 5659）

性別

年齢

男

60

候補者氏名

まるやま

みち よ

丸山

径世

推薦者

年齢

女

44

敏明（会員番号 10522）
一郎（会員番号 2910）

所属・役職

株式会社ラ・ポール

主な活動歴

１． 新潟県社会福祉士会企画部法人研修班担当理事として、
研修やソーシャルワーカーデー等の企画運営に携わって
います。
２． ぱあとなあ新潟に所属し、法定後見 1 件、任意後見 1 件
を受任しております。
３． 年齢を問わず、障がい児・障がい者・高齢者の相談窓口
として、介護保険法に基づく居宅介護支援事業所、障害
者総合支援法に基づく計画相談支援の事業を運営し、家
族・地域・関係機関とのきずなを大切に、ワークライフ
シナジー（相乗効果）を合言葉に社員と迅速かつ丁寧な
支援を心がけて活動しております。
４． 保護司として、地域住民や関係機関と協力し、犯罪や非
行の防止の他、誤解や偏見のない社会を目指し活動して
います。
５． 社会福祉士として、倫理綱領を常に振り返り、情報の貧
困により、制度からこぼれることがないよう、生きづら
さを感じている住民らと共に歩み、活動しています。

立候補理由
抱負

コロナ禍で、高齢者・障がい者・子どもたち、すべての人た
ちが不安を抱える日々を送っています。今こそ「独りではな
い」、
「『つながる』ことの大切さ」を伝えていきたいと思い
ます。会員の皆さんのエネルギーを当会のパワーに変換さ
せ、誰もが忌憚なく意見を出し合い、会員の皆さんが参加価
値を感じ、活動・活躍できる会の運営を行ってまいります。

（会員番号 31942）

性別

片岡
山田

推薦者

碁石
瀧沢

代表取締役

學（会員番号 40332）
枝里子（会員番号 33672）
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候補者氏名

わたなべ

よういち

渡辺

陽一

所属・役職

社会福祉法人のぞみの家福祉会 常務理事
同法人 障がい者支援施設緑風園 施設長

主な活動歴

平成 12 年 5 月 社会福祉士登録
平成 12 年 5 月 日本社会福祉士会並びに新潟県社会福祉士
会入会
平成 20 年 4 月～22 年 3 月 社団法人新潟県社会福祉士会
会員理事
平成 22 年 4 月～24 年 3 月 社団法人新潟県社会福祉士会
副会長
平成 24 年 4 月～現在に至る 公益社団法人新潟県社会福祉
士会 副会長
※平成 20 年から生涯研修センター（研修委員会）を担当
※平成 26 年 4 月 認定社会福祉士（障害分野）登録
※令和元年 4 月 認定社会福祉士（障害分野）更新（1 回
目）

立候補理由
抱負

○新潟県の社会福祉の増進に寄与する公益社団法人として、
当会が更に発展するよう努めます。
○県内で活躍される会員の研修活動や会員相互の交流をサポ
ートしたいと思います。

（会員番号 9478）

性別

年齢

男

54

候補者氏名

ほんだ

たかと

本多

崇人

推薦者

男

新潟県地域生活定着支援センター

主な活動歴

（職歴）
平成 15 年 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会（旧・新潟
市福祉公社）
平成 20 年 社会福祉法人吉田福祉会 燕市吉田地区地域包
括支援センター
平成 24 年 同法人相談支援事業所ひまわり
平成 28 年から同法人より公益社団法人新潟県社会福祉士
会 新潟県地域生活定着支援センターに出向
（社会福祉士会での活動）
平成 22 年 地域包括支援センター委員会
平成 30 年 認定社会福祉士（高齢分野）登録
福島県復興支援員活動に従事
平成 31 年 認定社会福祉士制度スーパーバイザー登録
ぱあとなあ新潟名簿登録
（その他委員等）
新潟市中央区障がい者地域自立支援協議会委員
新潟市障がい者地域自立支援協議会全体会委員
新潟市障がい者地域自立支援協議会相談支援連絡会会長
全国地域生活定着支援センター協議会政策実務部会長

立候補理由
抱負

今後、地域共生社会の実現を推進し、新たな福祉ニーズに対
応するため、ソーシャルワークの専門職としての役割を担っ
て行ける実践能力を有する社会福祉士が求められています。
私のこれまで実践してきた経験をいかして、会員の皆さまが
ソーシャルワークの専門性を高めることができるように自己
研鑽やネットワーク形成の場の充実に取り組んでいきたいと
考えております。

年齢
40

八千代（会員番号 5752）
忍（会員番号 2297）

所属・役職

（会員番号 30858）

性別

高野
鈴木

推薦者

小野
荒川

正人（会員番号 8275）
秀子（会員番号 24175）
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センター長

候補者氏名

いなだ

やすのり

稲田

泰紀

所属・役職

燕市社会福祉協議会

地域福祉課地域福祉係長

主な活動歴

平成 13 年に、旧吉田町（現：燕市）社会福祉協議会に入植
し、地域福祉、ボランティア・市民活動センターの業務に従
事。現在は燕市第 1 層生活支援コーディネーターとして市役
所に出向。住民参加、住民主体の地域づくりに取り組んでい
る。
社会福祉士会の活動としては平成 25 年～研修委員（現：生
涯研修センター委員）として各種研修および基礎研修の講
師、運営を担っている。令和元年から生涯研修センター担当
理事。

立候補理由
抱負

素晴らしい仲間とともに生涯研修センター委員として、多く
の社会福祉士の資質向上とあわせて、自身の実践の振り返り
をしてきました。ソーシャルワーカーの資質向上を側面から
支援するとともに、公益社団法人が担う“県民の福祉の向
上”を目指して、社会福祉士の『価値・知識・技術』の向上
に微力ながらお手伝いできればと考えています。

（会員番号 18464）

性別

年齢

男

43

候補者氏名

ふるさわ

けい

古澤

圭

推薦者

男

医療法人越南会 五日町病院 副地域支援部長兼福祉医療相談
室長

主な活動歴

・新潟県社会福祉士会理事（平成 18 年の社団法人時から継
続）
、広報委員会委員長（平成 13 年から広報委員、平成
15 年から委員長を継続）
・ぱあとなあ新潟の会員として成年後見を受任して活動
・認定スーパーバイザー

立候補理由
抱負

新潟県社会福祉士会に入会して 20 年、特に広報活動や実践
報告集編纂に長く関わらせてもらっています。また理事とし
て会の運営に 10 年以上関わらせてもらいました。ここ数年
でも我が国の社会情勢は大きく変化して、個別支援から地域
共生社会への実現へと、社会福祉士に求められる専門性は更
に広く・深くなってきていると感じ、公益社団法人新潟県社
会福祉士会が専門職団体として果たす役割もより大きくなっ
てきたと感じます。
新潟県社会福祉士会を通して、その専門性をこの新潟県内で
活躍している社会福祉士へつなげることが、いま求められて
いると考えます。微力ではありますが、もう少し継続して関
わらせてもらいたいと思います。

年齢
43

有子（会員番号 49961）
義明（会員番号 43087）

所属・役職

（会員番号 11808）

性別

竹内
早川

推薦者

大澤
枝村

澄男（会員番号 180）
和枝（会員番号 4070）

6

候補者氏名

所属・役職

社会福祉法人長岡三古老人福祉会 研究・研修センター長岡
センター長

主な活動歴

平成 12 年 4 月～18 年 3 月 社会福祉法人長岡三古老人福祉
会 特別養護老人ホームみしま園 主任生活相談員・事務長
平成 18 年 4 月～26 年 3 月 同法人 介護老人保健施設グリ
ーンヒル与板 副施設長
平成 26 年 4 月～現在 現職
平成 14 年 4 月～現在 新潟県社会福祉士会理事
平成 19 年 4 月～22 年 3 月 新潟県社会福祉士会事務局長

立候補理由
抱負

2000 年より高齢者福祉の世界に飛び込み、新潟県社会福祉
士会の会員として、途中からは理事として会の活動に関わっ
てきました。その間の社会の変化とともに社会福祉士を取り
巻く状況も変化し、多様な価値観のもとでの課題の解決に向
けた実践力のある社会福祉士が求められるようになっていま
す。微力ながらも社会福祉士として資質向上、実践力の向上
に尽力し、会員相互のネットワーク形成に寄与していきたい
と考えております。

遠藤 真一
（会員番号 10521）

性別

年齢

男

49

候補者氏名

くにかね

あきつぐ

國兼

明嗣

推薦者

冨田
新野

幸二（会員番号 9533）
直紀（会員番号 51656）

所属・役職

新潟県医療福祉大学 社会福祉学科

助教

主な活動歴

（社会福祉士会での活動）
・新潟県地域生活定着支援センター センター長（社会福祉
法人愛宕福祉会からの出向）
・新潟県社会福祉士会理事

立候補理由
抱負

県内の福祉の増進
会員の資質向上への寄与

（会員番号 16032）

性別

年齢

男

48

候補者氏名

ほんだ

ひろき

本多

博樹

（会員番号 37106）

性別

年齢

男

46

推薦者

渡邊
平栗

豊（会員番号 4711）
華代（会員番号 45220）

所属・役職

社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会

主な活動歴

・新潟県社会福祉士会災害支援班運営委員
・新潟県社会福祉士会ぱあとなあ新潟魚沼地区運営委員
・認定社会福祉士

立候補理由
抱負

私は災害支援班運営委員を 4 年、ぱあとなあ新潟魚沼地区運
営委員を 2 年務めておりますが、まだまだ、地域には一人ひ
とりの課題や社会の問題として社会福祉士会が取り組まなけ
れば解決しない課題が多くあることを実感しています。
それらの課題解決に向け、新潟県社会福祉士会理事として特
に以下の点に取り組みたいと思い理事立候補を届け出ます。
① 社会福祉士としての社会的評価を高める取り組み
② 会員組織率の向上に向けた魅力ある活動づくり
③ 社会福祉士として災害時等に迅速に被災者支援が行える
組織づくり

推薦者

桒原
種村

勝彦（会員番号 30663）
真紀子（会員番号 45539）
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候補者氏名

ほんま

本間

な

所属・役職

一般社団法人 SADOAct 相談支援センターそらうみ
兼相談支援専門員

主な活動歴

・佐渡市社会福祉協議会、法テラス佐渡、相談支援事業所こ
もれびを経て、現在は相談支援センターそらうみを立ち上
げ、障害者相談支援に関わる。障害者や認知症高齢者の権
利擁護について、利用者のみならず、地域においても普及
啓発等の取り組みを進めている。
・社会福祉士会では、ブロック運営委員会、法人研修班、障
害者支援班の担当理事として活動。各種研修で運営や講師
を担い、人材育成にも積極的に取り組んできた。
・意思決定支援に取り組み、厚生労働省の障害者意思決定支
援ガイドライン研修と検討班に入り、国研修の組み立てに
取り組む。令和 2 年度の意思決定支援国研修の講師など行
う

立候補理由
抱負

これまで社会福祉士会の会員・理事として、地域で活動でき
るソーシャルワーカーの育成や本人本位の実践ができるスキ
ルを身に付けるための場の提供などに重点を置き、会の中で
活動してきた。
今後も、地域から求められるソーシャルワーカーの育成に力
を入れていきたい。
また、若い会員からベテランの会員様々な層の会員と共に、
もっと参画できる、皆が育ち合いながら誰もが関われる会づ
くりに関与していきたい。

み

奈美

（会員番号 30222）

性別
女

年齢
48

候補者氏名

あきやま

たけし

秋山

武司

推薦者

男

社会福祉法人上越市社会福祉協議会 管理者兼サービス管理
責任者

主な活動歴

・
（公社）新潟県社会福祉士会 理事（障害者支援班・広報委
員会所属）
・
（公社）新潟県介護福祉士会 理事（組織委員会所属）
・上越市障害支援区分等審査会委員
・新潟県社会就労センター連絡協議会 共同受注ワーキング
・日本赤十字社新潟県支部上越市分団理事
主に上記の回での活動を通じ当事者、現場の福祉視点をお届
けできるよう努めています。

立候補理由
抱負

人は誰も生まれてきた価値があると信じています。さまざま
な情報が溢れる現在、これまでにも増して、日々、目の前の
人や、出来事、場に向き合い考動されておられる皆様の現場
の知、技術、そして言葉が大事であると考えます。日夜、社
会福祉に携わられ、そこに関係されておられる人たちの存
在、言葉、想いを受け取り、お届けしていくことを通じ、未
来（これから）に希望をもて、可能性を拓くお手伝いを、所
属させていただいている委員会をはじめとした活動などの中
で行わせていただくためにこの度立候補をさせていただきま
した。

年齢
42

池 知子（会員番号 7421）
須藤 信宏（会員番号 10075）

所属・役職

（会員番号 44241）

性別

管理者

推薦者

宮越
上野

亮（会員番号 7479）
大誠（会員番号 56958）

8

候補者氏名

こいけ

小池

ゆ

所属・役職

新潟県立大学人間生活学部子ども学科

主な活動歴

・NPO 法人 にいがた子育ちステイション理事（子ども食堂
運営）
・NPO 法人 こどもセンターぽると理事（子どもシェルター
運営）
・新潟市東区学習支援事業におけるアドバイザー（低所得家
庭への学習支援事業）
・にいがたお米プロジェクト アドバイザー（ひとり親家庭
への食料提供）
・新潟市子ども食堂ネットワーク会議 アドバイザー

立候補理由
抱負

子ども虐待、貧困、発達特性のある子への支援等、子ども家
庭福祉分野におけるソーシャルワーカーの実践力がますます
求められる時代となっている。複雑多様化する家族のなか
で、子どもの人権保障、権利擁護を核としたソーシャルワー
クが展開できる社会福祉士が期待される。社会福祉士会を通
じて、その実現に貢献したいと考えたため。

か

由香

大学教員

（会員番号 5188）

性別
女

年齢
48

推薦者

池田
川村

貴之（会員番号 27000）
雅子（会員番号 45563）

以上の 14 名の会員理事立候補者については、監事及び外部理事の候補者とあわせて、定時総会の
議事として会員のみなさまに専任の可否をお諮りいたします。
「総会資料」
（議案集）と「議決権行
使書ハガキ」は、5 月末頃に会員のみなさまへ送付予定です。

『福島県生活再建支援拠点コランショ新潟』の運営をスタートしました
当会では、平成 30 年度より福島県から『福島県復興支援員業務』を受託
し、東日本大震災で被災し福島県から新潟県へ避難している方への支援を実
施しています。
このたび 2021 年 4 月 1 日からは、もうひとつの福島県からの受託事業として『福島県生活再建支
援拠点コランショ新潟』の運営をスタートしました。
『コランショ新潟』は 2019 年 2 月、新潟市中央区に開所しました。福島県から避難されている方々
が、帰還や生活再建に向けた情報収集や相談できる窓口として、NPO 法人にいがた災害ボランティア
ネットワーク様が福島県から受託し運営されてこられました。
そしてこの 4 月からは当会が事業を引き継ぎ、新潟ユニゾンプラザにある当会事務局内に『コラン
ショ新潟』が引っ越してまいりました。
引継ぎにあたっては、拠点の運営団体が変わることで避難者の方々に混乱などを招くことがないよ
う、
「コランショ」という愛称やロゴマーク、電話番号、ウェブサイト、Facebook ページなどをその
まま継承するとともに、これまでコランショ運営業務に従事してこられた相談スタッフ・川村しのぶ
さんに当会でも引き続き従事していただくこととしました。にいがた災害ボランティアネットワーク
様の元で『コランショ新潟』がこれまで丁寧に紡いでこられた避難者の方々や支援団体・関係機関の
方々との関係性を引き続き大切にし、運営をしていく所存です。
相談しやすい窓口としての『コランショ新潟』の運営と、社会福祉士のソーシャルワークを土台と
した『復興支援員』の支援活動により、少しでも避難されているみなさまのお手伝いをさせていただ
ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
9

2020 年度成年後見人材育成研修 オンラインで終了しました
2021 年 1 月から Zoom ミーティングで実施していた「成年後見人材育成研修」が、4 月 17 日に全
4 日間の日程を終了しました。新潟県内から 26 名、他県から 43 名の方が受講されました。受講者の
みなさま、大変お疲れさまでした。
最終日の 4 月 17 日は「ブレイクアウトルーム」機能を活用したグループワークによる演習を行い
ました。ぱあとなあ新潟の運営委員のほか、ぱあとなあ青森、ぱあとなあ群馬、ぱあとなあ岡山、ぱ
あとなあ広島、ぱあとなあ島根、ぱあとなあ熊本から 1 名ずつ演習チューターをリモートで派遣いた
だき、演習の進行にご協力をいただきました。一部のグループで受講者のマイクが機能しないという
トラブルも生じましたが、Zoom に入り直してもらうことで解消したり、代わりにチャットで意見交
換に参加してもらうなどして対処しました。また、最後の修了試験は、Google フォームで試験の回答
フォームを作成し研修中に URL を受講者に送信する形で対応しました。
オンラインで最後まで実施できるかという不安の中で研修を開始しましたが、4 日間を通じて大き
なトラブルはなく、なんとか無事に終了することができました。
成年後見人材育成研修を含め、2020 年度はオンラインでの研修実施に前向きに取り組んでまいり
ましたが、Zoom での講義・演習実施のほか、Google フォームでの課題提出や講義資料の提供（ダウ
ンロード）など、これまで使用したことのない新しい方法を取り入れ、研修事務の効率化にもつなげ
ることができました。感染防止のほか、離島や大雪などの地理的特徴がある当県では、ICT を活用す
ることが非常に有効であると改めて実感しました。

4 月から事務局メンバーが増えました
事務局員（パート）

神田 由起子（育休から復帰）
育休をいただいておりましたが、4 月 1 日より復帰いたしまし
た！今は浦島太郎状態で業務に慣れることで精一杯です
が、少しでも会員の皆さまのお役に立てるよう努めて参りま
す。またよろしくお願いいたします！
電話や来所等の際は、どうぞお気軽にお声がけください。

福島県生活再建支援拠点 コランショ新潟
相談スタッフ

川村 しのぶ
4 月 1 日より福島県生活再建支援拠点コランショ新潟で
勤務しております川村しのぶと申します。社会福祉士の皆さ
まからご協力をいただきながら、相談しやすい窓口として、少
しでも避難されている皆さまのお手伝いをさせていただければ
と思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。
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新潟県地域生活定着支援センター
相談員 （社会福祉法人みんなでいきるから出向）

丸田 明久
4 月 1 日より新潟県地域生活定着支援センター勤務とな
りました、丸田と申します。これまで障害分野を中心に児童
や家庭支援を行ってきました。
様々に皆様のお力添えをお願いするかと思います。どうぞよろ
しくお願い致します。

新潟県地域生活定着支援センター
相談員

若井 真由美

初めまして、4 月から「新潟県地域生活定着支援センター」
に勤務しております。私は、人の笑顔の中に居たいと思って
おり、周囲の人には笑顔でいてほしいのです。そんな自分本
位な若井真由美です。今後ともよろしくお願いいたします。

会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い）
■2021（令和 3）年度の会費引落について
2021（令和3）年度の年会費は、2021年5月12日（水）に口座から引落させていただきます。口座残
高等のご確認をお願いいたします。
引落口座の変更をご希望の場合は事務局までご連絡ください。
※2021年度の年会費は15,000円です。
※2021年度家族割申請をされた場合は、同一世帯の2人目以降の年会費は12,000円となります。
※会費引落手数料 121 円が併せて引落されますのでご了承ください。

■メールアドレスのご登録をお願いいたします
当会では、メールアドレスをお知らせいただいている会員のみなさまへ、研修案内やホームペー
ジ更新情報など会からのお知らせやご連絡事項を、随時電子メールで配信しております。
新たに電子メールでのお知らせを受け取りたい方、メールアドレスを変更したい方は、下記の通
りメールアドレスのご登録をお願いいたします。
【メールアドレスご登録（変更）方法】
njacsw@poplar.ocn.ne.jp へ、登録したいメールアドレスからメールをお送りください。その際、メ
ール本文にて氏名・会員番号をお知らせいただき、メールの件名は「メールアドレス登録希望」とし
てください。
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■ご住所・お名前・ご勤務先等の変更が生じたら
お名前やご自宅のご住所、ご勤務先等の変更が生じた場合は、新潟県社会福祉士会事務局までご
連絡をお願いいたします。
特に、ご自宅住所が変わられた場合、変更の届け出がないと当会や日本社会福祉士会からの送付
物が届かなくなってしまいます（事務局だより等の発送は、主にヤマト運輸のメール便を使用して
いるため、郵便局への転居届による転送の対象外となります）。
ホームページの「お問い合せフォーム」からのご連絡でも結構です（会員登録した内容に変更があ
る場合、
「お問い合わせフォーム」よりお問合せ内容の欄に、変更する項目をご記入のうえ、送信して
ください）
。

■最近当会に届いた他団体の刊行物
・新潟県高次脳機能障害相談支援センター
「高次脳機能障害者支援ガイドブック」（平成25年3月発行・令和3年3月改訂）
・（公社）熊本県社会福祉士会
「令和2年7月豪雨 球磨村支援活動の記録」（令和3年3月）
・（公社）日本社会福祉士会
「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書（厚生労働省老健局）」（令和3年3月）
「高齢者虐待における事例研究等に関する調査研究事業（令和2年度老人保健事業推進費等補助金・老
人保健健康増進等事業）」（令和3年3月）
・全社協
「月間福祉 5月号（特集：地方分権と福祉）」
・民事法研究会
「実践成年後見 №92（特集：成年後見人の意義・資質と専門職の役割）」
・（一社）全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会」
「福祉サービスの第三者評価のあり方に関する調査研究事業報告書（令和2年度厚生労働省生活困窮
者就労準備支援事業費等補助金・社会福祉推進事業）」（令和3年3月）
※その他、定期購読している「福祉新聞」（週刊）、各都道府県社会福祉士会が定期発行している広報紙等があり
ます。いずれも、事務局でいつでも閲覧可能です。

会のスケジュール

※2021 年 4 月 25 日現在の予定です。日時、会場等は変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況等を鑑み、中止・延期となる場合があります。

＊年間スケジュール表は当会ホームページ（https://csw-niigata.com/）でもご覧いただけます。
◆2021 年５月
日程
6 日（木）
17 日（月）
21 日（金）
23 日（日）
26 日（水）
28 日（金）
29 日（土）
30 日（日）

時間（予定）
18：45～
9：30～17：00
10：00～
9；30～16：40
9：30～17：00
18：30～19：30
10：00～11：00
9：30～16：30
9：00～12：00

内容
障がい者権利擁護チーム会議
新潟県高齢者虐待防止研修／A 日程
理事会
基礎研修Ⅲ／1 日目
新潟県高齢者虐待防止研修／B 日程
ぱあとなあ新潟全体会／1 回目
ぱあとなあ新潟全体会／2 回目
基礎研修Ⅱ／1 日目
基礎研修Ⅱ／2 日目

時間（予定）
午後
9：30～16：00
9：30～16：30
13：15～16：30

内容
会員総会・全体研修
基礎研修Ⅲ／2 日目
基礎研修Ⅱ／3 日目
基礎研修Ⅰ集合研修① 兼

会場（予定）
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング

◆2021 年６月
日程
12 日（土）
20 日（日）
26 日（土）
27 日（日）

会場（予定）

新入会員歓迎会

Zoom ミーティング
Zoom ミーティング
Zoom ミーティング

編集後記
実家の畑のすみっこで大きく育っていた南国風の木。ずっと「ばあちゃんが植えたパイナップルの頭がこんなに育った！」と思
っていたのですが…「棕櫚（しゅろ）の木だよ w」と親戚のおじさんに言われました。なあんだ、パインじゃなかった…（は）
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