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6 月 12 日（土）定時総会・理事会報告～新役員が選出されました～ 
 

 

2021 年 6 月 12 日（土）に開催した定時総会（13 時 00 分～13 時 45 分）においては、会員の皆様

より書面評決、委任状提出での議決に御協力いただき誠にありがとうございました。 

お陰をもちまして、737 名の参加（書面評決書提出 699 名、委任状提出 23 名、本人出席 15 名）に

より総会が成立し、賛成多数によりすべての議案が可決いたしました。 

 

■議決権を有する会員総数：1,277 名／2021 年 6 月 1 日時点（過半数は 639 名） 

■議決権を有する出席会員数：737 名（書面評決書提出 699 名、委任状提出 23 名、本人出席 15 名） 

■準備手続き 

定足数確認：上述のとおり、総会成立の定足数である過半数の出席があり、総会成立が確認された。 

議長選出：橘依理子会員（会員番号 29896） 

議事録署名人選任：遠藤真一会員（会員番号 10521）、本多崇人会員（会員番号 30858） 

   

■議事の経過の要領およびその結果 

議案第１号「2020 年度計算書類等の承認について」 

事務局から議案集の決算資料に基づき説明、また、監事より監査報告。賛成多数で可決。 

 

議案第２号「理事の任期満了に伴う選任について」 

議案第３号「監事の任期満了に伴う選任について」 

 選挙管理委員長より役員候補者選出経緯について報告、その後、候補者ごとに決議。 

候補者（理事：秋山武司、稲田泰紀、井上基之、遠藤真一、國兼明嗣、小池由佳、廣川真之輔、

古澤圭、本多崇人、本多博樹、本間奈美、丸山径世、渡辺信也、渡辺陽一、磯部亘、米澤大輔／

監事：梨本光枝、野島廣一郎）ごとに賛否を諮り、候補者全員について賛成多数で選任が承認可

決された。 

  

報告事項 

2020 年度の事業内容、2021 年度の事業計画・予算、就業規則の改定等について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

また、総会後に開催した新役員による理事会（6/12、13 時 45 分～14 時 09 分）において、以下の

通り新会長・副会長が選任されました。 

 

■出席：理事総数 16 名 出席 15 名 

理事 秋山武司 稲田泰紀 井上基之 遠藤真一 國兼明嗣 小池由佳 廣川真之輔 

古澤圭  本多崇人 本多博樹 本間奈美 丸山径世 渡辺信也 渡辺陽一 

米澤大輔 

    監事総数 2 名 出席 1 名 

     監事 梨本光枝 

■欠席：理事 磯部亘 ／ 監事 野島廣一郎 

■議事：出席理事の互選により、渡辺陽一理事が仮議長に選出。 

（１）代表理事等の選定 

  ①会長には渡辺陽一理事が推薦され、承認可決。 

  ②副会長には遠藤真一理事、丸山径世理事が推薦され、承認可決。 

  ③常任理事 9 名は、秋山武司理事、稲田泰紀理事、國兼明嗣理事、廣川真之輔理事、古澤圭理事、

本多崇人理事、本多博樹理事、本間奈美理事、渡辺信也理事が推薦され承認可決。 

（２）業務担当理事の決定（次ページ以降の「新役員からのご挨拶」をご参照ください） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

渡辺会長、遠藤・丸山副会長のもとでの新たな体制により、引き続き当会事業を推進してまいりま

す。何卒よろしくお願いいたします。 

 

総会・理事会終了後は、Zoom ウェビナーによる全体研修を開催し、役員から各事業の説明・報告

をさせていただきました。ご参加いただいた会員のみなさま、ありがとうございました。 
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新役員からのご挨拶 
 

 

 6 月 12 日の総会で選任された理事・監事から会員のみなさまへご挨拶させていただきます。 

  

 
会長 

渡辺 陽一 

担当部門 なし 

現在の仕事（所属・

職名等） 

社会福祉法人のぞみの家福祉会 常務理事 

（障がい者支援施設 緑風園 園長） 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 
野村克也監督の名言集（某コンビニ文庫） 

最近のプチ情報をひと

つ 

7 月末に「ホース（馬）セラピー」に参加す 

るため、地元からよく見える粟島に生まれて 

はじめて行きます。 

会員のみなさまへのメッセージ 

人と会い、振り返り、さらに学ぶことで社会福祉士の実践力は育まれると思います。新潟県社会福

祉士会の事業活動や研修活動が会員の皆様にとって、そのような場になるよう努めます。是非、当

会の活動にご参加ください。 

 

 
副会長 

遠藤 真一 

担当部門 会員活動部／高齢者支援班 

現在の仕事（所属・

職名等） 

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 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル 著

（新版（2002）／池田香代子 訳・旧版／霜

山徳爾 訳） 

「人生にはどんな時にも意味がある」会員の

みなさんで読まれたことのある方も多いと思

われる名著です。著者みずからのナチス強制

収容所体験を綴ったものですが、今のこの時

代だからこそ読まれるべきものだと思いま

す。旧版と新版を読み比べるとさらにこの本

の深みが感じられるかと。 

最近のプチ情報をひと

つ 

昨年 5 月に突然生まれて初めての入院・手 

術を経験しましたが、結果、病とともに生 

きることになりました。主治医より至上命 

令として減量を言い渡され、コロナ禍のこ 

の一年、「巣ごもり」とヒマにまかせて減 

量活動に励んだ結果、35kg ほど減量し、1 年 

前の２／３ほどの大きさになりましたが元気 

です（笑） 

会員のみなさまへのメッセージ 

このたびの役員改選にて副会長を拝命いたしました。渡辺新会長のもと新たな体制で会の発展と

県民の福祉向上のために尽力いたします。とはいえ、会員の皆様からの会への主体的な参加、関

与があってこそです。皆様とともに活動に参画できることを願っております！ 
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副会長 

丸山 径世 

担当部門 
企画部／法人研修班 

外部評価機関あいエイド新潟 

現在の仕事（所属・

職名等） 
株式会社ラ・ポール 代表取締役 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

全裸監督: ―村西とおる伝― (新潮文庫)  本橋 

信宏 著 

信念を持って突き進む姿、芯の強さは惚れ惚れ

する。多角的かつ俯瞰してこの本を読んだと

き、福祉の視点が随所に読み取れる。まさに「ナ

イスですねー！」ご一読あれ☆彡 

事象を目の前にしたとき、どの角度からどの視

点で物事を捉えるか、善悪や好みだけで物を見

るのではなく、真実が何か、隠された事実はな

いかなど、見極める目と洞察力、そして経験を

積み重ねていきたいと思える書です。 

最近のプチ情報をひと

つ 

Zoom 開催される様々な学会に参加すること

がここ半年の楽しみの一つです。教授や大学

院生らの最新研究をチェックできる絶好の機 

会！ググってみて♪ 

会員のみなさまへのメッセージ 

多様化する社会問題に立ち向かういま、政策や実践において、その変化を肌で感じているのでは 

ないでしょうか。格差や社会的孤立など、制度の間でもがいている地域住民や我々支援者にとっ 

て、『つながる』ことの必然性がさらに増しています。それ故、あらゆる関係職種や職能団体の皆 

さまと連携・協働を図ってまいります。加えて、会員の皆さまからお寄せいただいた地域での活 

動の様子や当会が企画運営する研修等へのコメントをフィードバックしていきたいと思っており 

ます。皆さまからのご参加とメッセージをお待ちしております(=^・^=) 

 

 
理事 

秋山 武司 

担当部門 広報部 

現在の仕事（所属・

職名等） 

社会福祉法人 上越市社会福祉協議会 障害

者就労支援事業所 管理者兼サービス管理責

任者 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

「ゆっくり、いそげ ～カフェからはじめる人

を手段化しない経済～」（影山知明、大和書房） 

「世界は贈与でできている～資本主義の「すき

ま」を埋める倫理学～」（近内悠太、ニューズピ

ックスパブリッシング）もお勧め 

最近のプチ情報をひと

つ 

先代の人が想像し植えた木に咲いた花や新

緑を楽しみ、木かげに涼ませてもらい。時にさ

まざまな環境下のもと立つ姿に人生と重ね励

まされ。 

今日の当たり前の日常の中にもきっと時間

を越えて、さまざまな人たちや存在からのギフ

トをいただいているのだと想います。 

わたしらしく、また、その人らしいかたちで

きっと、良い未来を想い、また、何か小さなギ

フトを届けることが出来るのだとも想います。 
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会員のみなさまへのメッセージ 

人と暮らし、社会と出会い、向き合い、寄り添っていくソーシャルワーカーの皆さま。それらに

向き合い、学び、一生懸命に取り組まれていく皆さまにこそ気がつけるさまざまな価値あること、

幸せがきっとあると思います。 

皆さまの存在を頼もしく感じ感謝しながら、それぞれの場所で健康でご活躍されていかれること

をこころから応援しております。 

 

 
理事 

稲田 泰紀 

担当部門 生涯研修センター 

現在の仕事（所属・

職名等） 
燕市社会福祉協議会 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

おにぎりに はいりたいやつ よっといで（岡

田 よしたか 著) 

最近のプチ情報をひと

つ 

画像は湯沢駅の雪ん洞（ゆきんと）の爆弾お

にぎりです。 

お米４合分の”大爆弾おにぎり”もあって大き

さにビックリしました！ 

会員のみなさまへのメッセージ 

「みなさんの好きなおにぎりの具材はなんですか？」おにぎり大好き＠稲田です。自分はベタに

梅です♬ 

 外側だけでは見えないおにぎりと同じで、利用者さんの思いや考えがどこにあるのかを気づく

視点や支援の方向性を研修で学び、資質向上のお手伝いをしたいと思います。 

研修センター運営委員の皆さんも引き続きヨロシクお願いします☆ 

 おにぎり大好き仲間…いや、研修センターのサポートスタッフも随時募集しています（笑）  

 

 
理事 

國兼 明嗣 

担当部門 
会員活動部／生活・更生保護・児童家庭支援

班 

現在の仕事（所属・

職名等） 
新潟医療福祉大学・助教 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

韓国ドラマですね。韓国ドラマはなにせ「長

い」のが特徴。そこがいい。日本のドラマは

9 回くらいで終わるようになっているので、

物語が浅く物足りないです。今まで見たドラ

マは「太陽の末裔」「ボーイフレンド」「あ

なたが眠っている間に」「梨泰院（イテウォ

ン）クラス」「スタートアップ」。いまは

「愛の不時着」の途中です。是非韓国ドラマ

談義を！ 

最近のプチ情報をひと

つ 

丸二日プチ断食をしました。（「プチ」とは

言わないか…）それを機にダイエットを始

め、約一か月。大好きなお菓子は我慢。昼食

はスープのみ。夕食のご飯は半分に。これで

ベルトの穴 1 個分腹回りが絞れ、体重は４kg

減。自宅でちょっとした筋トレもこなしなが

ら、順調に経過しています。夏の健康診断を

いったんゴールとして、さらに－3kg 絞りま

す。頑張るぞ！  
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会員のみなさまへのメッセージ 

この会は皆さん前向きでやる気のある方が多く、刺激をもらっています！社会福祉士として仕事

をする上で自己研鑽、ネットワークなどの重要性を自覚している人ばかりだからですね。残念な

ことに県内社会福祉士の当会加入率は 3 割程度。社会福祉士でありながらその価値ややりがいを

見失っている人を見つけ、会に加入してもらい、彼らの目に希望と輝きをとりもどさせようでは

ありませんか！ 

 

 
理事 

廣川 真之輔 

担当部門 
会員活動部／人材育成・スーパービジョン支

援班 

現在の仕事（所属・

職名等） 
国際こども・福祉カレッジ 教員 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 
「進撃の巨人」（諌山創） 

最近のプチ情報をひと

つ 

ラーメンを食べ過ぎて太ってしまいました。 

現在、自転車に乗ってダイエット中です！ 

会員のみなさまへのメッセージ 

この度、新潟県社会福祉士会の理事をさせていただくことになりました。皆様のお力を頼りに、

精一杯努めてまいります。人見知りな性格なので研修等でお会いする際は、ぜひお声がけくださ

い。今後とも、宜しくお願いします。 

 

 
理事 

古澤 圭 

担当部門 事業活動部／虐待対応委員会 

現在の仕事（所属・

職名等） 

五日町病院 副地域支援部長兼福祉医療相談

室長 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」

…感動して終始震えていました。 

最近のプチ情報をひと

つ 

仕事や育児の合間に…少しずつプラモデルを

作っています。先述の映画に出る「クスィーガ

ンダム」のプラモデルが手に入らないので、ど

こかで売ってるの見かけたら教えてください!!

コロナ禍が終息したら横浜の動くガンダムを

見に行ったり、秋葉原の某店に行ってレアなプ

ラモデルを買い漁ってこようかと画策してい

ます。その生態はフェイスブックでご確認くだ

さい( *´艸｀) 

会員のみなさまへのメッセージ 

新潟県社会福祉士会に入会して…たぶん 20 年目です。この 20 年で基礎研修・生涯研修・認定社会

福祉士など、社会福祉士会は専門職団体として大きく進展しました。会の研修等で得た知識や学び

は日々の実践と相まって、私の中でソーシャルワーク専門職としてのアイデンティティを構築した

実感があります。この実感を多くの仲間と共有したい・専門職として同じ話題で盛り上がりたい・

一緒に学びを継続していきたいという気持ちは、今でも冷めずに意外に熱くて…自分でも驚いてい

ます。たくさんの同士と一緒に、楽しく研鑽していけたらなぁ～と思っています。 
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理事 

本多 崇人 

担当部門 地域生活定着促進事業 

現在の仕事（所属・

職名等） 

社会福祉法人 吉田福祉会 （新潟県地域生

活定着支援センター センター長） 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

非日常的な内容の映画、ドラマ、アニメなん

でも好きです。ストレスの発散になります。

自身のメンタルヘルス大切ですね。 

最近のプチ情報をひと

つ 

昨年度末からランニングを始めました。新潟県

社会福祉士会でもマラソンチームが作れたら

いいなと思っています。 

会員のみなさまへのメッセージ 

近年、ソーシャルワーカーの活動の場は広がっており、司法福祉の分野でも社会福祉士等の司法

関係機関への配置や再犯防止推進法の施行により、これまで以上に司法と福祉の連携の必要性につ

いても求められております。社会福祉士の新カリキュラムにおいても「刑事司法と福祉」というカ

リキュラムが創設され、ソーシャルワーカーに必要な知識も増加しています。 

 罪を犯した高齢者や障がい者が犯罪に至る背景をみてみると生きづらさや社会的孤立などがあ

り、地域の様々な課題とも直結しており、地域共生社会の実現に向けて専門職として避けては通れ

ません。 

会員の皆さまが当会の活動を通して、それぞれの地域・活動のフィールドでソーシャルワークの

専門性を発揮できるよう理事として、努めて参りたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願い

致します。 

 

 
理事 

本多 博樹 

担当部門 企画部／災害支援班 

現在の仕事（所属・

職名等） 
南魚沼市社会福祉協議会 地域福祉係 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 
チンギス紀（北方謙三） 

最近のプチ情報をひと

つ 

嫌なことがあった時、気分を変えたい時、一 

人部屋にこもって涙活してます。 

お薦めは TOSANDO music CM 

会員のみなさまへのメッセージ 

この度、初めて理事を務めさせていただくことになりました。新潟県社会福祉士会の発展のために、

皆様と顔の見える関係づくり、繋がりづくりを進めて行きたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

 
理事 

本間 奈美 

担当部門 会員活動部／障害者支援班 

現在の仕事（所属・

職名等） 

一般社団法人 SADOAct 相談支援センター

そらうみ管理者 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 
天使にラブソングを 

最近のプチ情報をひと

つ 

アラフィフにて畑デビュー(^^)/初めてはナス

栽培です♪ 
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会員のみなさまへのメッセージ 

理事として 10 年となりました。社会福祉士会や地域の活動では、特に人材育成の大事さを感じる

この頃です。皆さんが社会福祉士として、「強み」を持てるような活動を広げていければと思いま

す。会の中で、多くの方々とつながっていけることが本当に貴重な機会です。今後もよろしくお

ねがいします‼ 

 

 
理事 

渡辺 信也 

担当部門 
事業活動部／権利擁護センターぱあとなあ新

潟 

現在の仕事（所属・

職名等） 

相談支援事業所 ふらぽーと秋桜 相談支援

専門員 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 
木原浩勝 九十九怪談・現代百物語など 

最近のプチ情報をひと

つ 

何年振りかに、右手の小指を骨折しました。

２回目です。 

会員のみなさまへのメッセージ 

成年後見制度についてもっと知っていただき、1人の会員として、地域の中で権利擁護支援のため

に何ができるのか。後見制度偏重にならないように、皆で頑張っていきましょう。 

 

 
理事 

井上 基之 

担当部門 広報部 

現在の仕事（所属・

職名等） 
一般社団法人愛郷会 理事長 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

渋沢栄一氏をモデルにした大河ドラマ「青天を

衝け」（映画じゃなくてすいません） 

最近のプチ情報をひと

つ 

結婚 15 周年を迎えました。息子（中２）に足

のサイズ（私は 28ｃｍ）を抜かれました。最

近は息子のおさがり（成長が早いためほぼ新

品）のスニーカーを履いています。 

会員のみなさまへのメッセージ 

理事３期目となりました。新潟市中央区と魚沼市で高齢者施設を経営する傍ら、新潟駅南の専門学

校にて社会福祉士を志す学生向けの非常勤講師などをしております。ソーシャルワーカーという仕

事が一般により一層認知され、活躍の幅が広がっていくためにも会員の皆様のお力をいただきなが

ら、私自身微力ながら精一杯務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

 
理事 

小池 由佳 

担当部門 生活・更生保護・児童家庭支援班 

現在の仕事（所属・

職名等） 
新潟県立大学人間生活学部子ども学科 教授 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

深谷かほる『夜廻り猫』シリーズ（犬派なので

すが、ここは猫で。） 

最近のプチ情報をひと

つ 

昨年 4 月より念願の犬（マルチーズとシーズー

の mix）を飼い始めました。すべての疲れを癒

やしてくれる大事な存在です。 
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会員のみなさまへのメッセージ 

今期より理事として参加させていただくことになりました。奈良県出身、新潟在住 20 年を過ぎま

した。子ども家庭福祉を専門としています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
理事 

磯部 亘 

現在の仕事（所属・

職名等） 
弁護士（新潟県弁護士会） 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

漫画の「ヒカルの碁」（小畑健・ほったゆみ）

が好きです（自分は、囲碁がほとんでできま

せんが・・・）。 

最近のプチ情報をひと

つ 

新潟交通のバスに乗った際、10 円玉が財布に

たくさんあったので、運賃 210 円を 10 円玉

で払うことにしました。降車時、料金箱の前

で私は転びました。夕方混み合うバスの中、

私が右手で握りしめていた 21 枚の 10 円玉は

床に散乱し、大惨事になりました。その反省

から、「りゅーと」を作ったのですが、どこか

に落としてしまいました。もう二度とバスに

は乗りません。 

会員のみなさまへのメッセージ 

新潟県弁護士会からの推薦で外部理事をさせてもらっております。2006 年に弁護士になったので

今年で 15 年経ちますが、弁護士になった直後からいろいろあって新潟県社会福祉士会様に大変お

世話になってきました。実は福祉関係そんなに詳しくないのですが、長く関わっているため詳し

い人と見られることが多く、知ったかぶりをするのに苦労をしています。とはいえ、少しでも新

潟県社会福祉士会様に恩返しをするため、がんばります。どうか、よろしくお願いします。 

 

 
理事 

米澤 大輔 

現在の仕事（所属・

職名等） 
新潟大学 准教授 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

本も映画もかなり観るため、選べませんでし

た。あえて、最近読んだ漫画で「リエゾン―こ

どものこころ診療所―」をお勧めします。 

最近のプチ情報をひと

つ 

全然最近ではないですが・・・出身は長野です。

大学進学で新潟に来て、食べ物のおいしさに感

動しました！ 

会員のみなさまへのメッセージ 

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より外部理事として選任して

いただきました、新潟大学の米澤と申します。昨年度、前任の中川先生より引き継ぎ、任期の途

中からの参加でした。2 年目の今年は、社会福祉士養成校としての立場から、教育・学生の視点

で取り組めるように頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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監事 

梨本 光枝 

現在の仕事（所属・

職名等） 
福島県復興支援員 

愛読書や好きな映画

などをひとつ 

コナン・ドイルのファンで、有名なシャーロ

ックホームズのシリーズも勿論ですが、彼の

書いた他の物語も興味深くて、たまにパラパ

ラしています。 

最近のプチ情報をひと

つ 

コロナ禍でマスク生活の中、マスクケースを

友人から教えていただき自分でも作るように

なりました。作っては、知り合いや、友人に

押し付けのおすそ分けをしています。 

会員のみなさまへのメッセージ 

コロナ禍でもありましたが、年々、会の活動も多岐に渡っています。会が受託している事業も多く、

益々会員の皆様からの協力や支援を必要としています。私も福島県から受託している復興支援員と

してお手伝いをしています。事務局も事業拡大に伴い机等の配置も変わり、人数も増えてにぎやか

になりました。また監事として、野島先生と協力して会の運営がスムーズに進行できるように支え

ていきたいと思っています。 

 

 

 
監事 

野島 廣一郎 

現在の仕事（所属・

職名等） 
税理士 

会員のみなさまへのメ

ッセージ 

5 月に誕生日を迎え 85 歳になりました。老体

に鞭打って頑張ってまいります。 

 

 

児童の社会的養護とアフターフォローについて、Zoom での講座を開催します 
 

日時）2021 年 8 月 28 日（土）9：30～12：00 

方法）Zoom ウェビナーによるオンライン講座 

参加費）新潟県社会福祉士会の会員は無料 （非会員は 1,000 円） 

テーマ）社会的養護の支援を受けて、施設を卒業した児童のアフターフォローについて 

 

18歳という制度上の決まりもあり、その後の自立を余儀なく 

される子どもたちには、困ったときに相談する場所、帰るこ 

とができる場所があるのか？ 

制度的なサポートやインフォーマルサービスはあるのか？ 

児童自立支援施設・新潟学園長の石橋一さん、自立援助ホーム 

たいむの元ホーム長・町屋瑠美子さんをゲストスピーカーに 

お迎えし、卒業後、社会で自立した生活を送ることができない 

子どもたちも多くいるという現状を知り、その解決に向けた 

方策を考える機会として開催します。 

詳しくはチラシ・ホームページをご覧ください！       （担当：会員活動部・生活支援班） 

お申込みはこちらからどうぞ 
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スーパービジョン体験会を開催します 
 

スーパービジョンは、ソーシャルワーク支援を振り返り専門性を向上させるための有効な方法のひ

とつであり、認定社会福祉士へのどのルートの中でもスーパービジョンの単位は必須です。 

当会でも、スーパービジョンを受けたいという方に対してバイザーとバイジーとのマッチング支援を

していますが… 

「でも、スーパービジョンってどんな感じなの？」「スーパーバイザーってどんな人なの？」 

という方も少なくないのではないでしょうか。 

そんな方へ、Zoom ミーティングを使用して、登録スーパーバイザーとの約 45 分間のスーパービジョ

ンを体験してみませんか。 

 

第 1 回／9 月 11 日（土）14:00～15:45 

（担当バイザー：古澤圭、佐藤正枝、本多崇人） 

第 2 回／10 月 2 日（土）14:00～15:45 

（担当バイザー：小山弓子、橘依理子、神保孝） 

第 3 回／10 月 31 日（日）10:00～11:45 

（担当バイザー：近藤つや子、宮下美知子、坂詰明広） 

 

詳しくはチラシ・ホームページをご覧ください！ 

 

（担当：会員活動部・人材育成スーパービジョン支援班） 

 

ぱあとなあ新潟 名簿登録研修を開催します 
 

成年後見人材育成研修（旧・成年後見人養成研修）の修了者を対象に、ぱあとなあ新潟の後見人等

候補者名簿登録者となり実際に成年後見人等として受任・活動していただく方を養成するための「名

簿登録研修」を開催します。 

 

・9 月 26 日（日）と 10 月 23 日（土）の全 2 日間のプログラム 

・1 日目（9/26）は Zoom によるオンライン講義、2 日目（10/23）はユニゾンプラザでの集合研修 

・成年後見人材育成研修を修了後、後見等活動をするためには名簿登録研修の修了が必須です（修了試験が

あります） 

・受講費 6,000 円 

・すでにぱあとなあ新潟に所属している方も再学習のためにご参加いただけます（再学習の場合は修了試験は対象

外／現ぱあとなあ名簿登録者の方は受講費無料です） 

詳細・お申込みはチラシ・ホームページをご覧ください。 

 

成年後見制度が必要な方は年々増えており、当会にも毎年たくさんの後見人等候補者推薦 

依頼が挙がってきています。 

成年後見人材育成研修（旧・成年後見人養成研修）を修了後、まだ名簿登録をしていない 

（後見活動をしていない）方は、ぜひ本研修を受講いただき、ぱあとなあ新潟の仲間として 

後見人等として活動いただきたくお願いします！ 

 

（担当：権利擁護センターぱあとなあ新潟） 

 

 

お申込みはこちらからどうぞ 
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ソーシャルワーカーデイニイガタ 2021 報告 
 

■7/17 のオンラインイベントにご参加・ご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました！ 

7 月 17 日のソーシャルワーカーデイニイガタ 2021・オンラインイベントには 70 名を超える方に

ご参加いただき、無事に終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県医療ソーシャルワーカー協会・新潟県精神保健福祉士協会・新潟県社会福祉士会のメンバー

で構成された実行委員会では、ソーシャルワーカーを PR するイメージ動画とインタビュー動画を作

成し、イベントまでの期間に順次、新潟県社会福祉士会の YouTube チャンネルにて動画を公開して

きました。 

その動画に登場する 5 名のソーシャルワーカーに、7/17 のオンラインイベントでパネリストとして

登場していただき、新潟大学歯学部の中村健准教授（福祉学専攻）をファシリテーターに、「ソーシャ

ルワーカーになろうとおもったきっかけ」「これまでのキャリア」「仕事のやりがい」などを語ってい

ただきました。 

その後は、「ソーシャルワーカーのしゃべり場！」としてブレイクアウトルーム機能を使い、学生と

現任ソーシャルワーカーによる小グループでの意見交換を設定し、ソーシャルワーカーが熱く語った

り、学生からの質問に答えたり。メンバーをかえて 15 分程度のセッションを 3 回実施し、最後の 1

回は、参加者が、話を聞いてみたい分野のソーシャルワーカーがいるルームに自由に移動できるよう

にしました。 

県外から参加してくださっていた方もおられ、ま

た、参加者アンケートからも「楽しかった」「時間

が短かった」「現場の方の話を聞いてソーシャルワ

ーカーになりたいという思いが強くなりました」な

どのお声をいただき、とても有意義なイベントにな

ったと思います。 

ご参加いただきましたみなさま、パネリスト、フ

ァシリテーター、スタッフのみなさま、ありがとう

ございました！ 

■ソーシャルワーカーPR 動画、インタビュー動画を YouTube チャンネルで公開しています 

 今回作成したソーシャルワーカーPR 動画、インタビュー動画は、ソーシャルワーカーデイイベン

ト終了後も引き続き YouTube で公開しています。ぜひご覧ください！ 

 

新潟県社会福祉士会 YouTubeチャンネル  

https://www.youtube.com/channel/UCm8zyNb-GpmWiiuwkhH6fPQ 

 

 

当日の現地配信スタッフ組。お疲れさまでした！ 

https://www.youtube.com/channel/UCm8zyNb-GpmWiiuwkhH6fPQ
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県委託事業・高齢者虐待防止研修を実施しました 
 

 

5/17 と 5/26 の 2 日程で、介護施設・事業所の職員を対象とし

た「高齢者虐待防止研修」（新潟県からの委託事業）を開催しま

した。 

新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、オンラインでの開催

としたところ、施設・事業所のみなさまから定員を大きく超える

600 名近いお申し込みをいただきました。このため、法人内での

伝達研修を行っていただけるよう各法人から 1 名ずつの受講と

させていただき、A 日程（5/17）、B 日程（5/26）ともにそれぞ

れ 120 名程度の方から受講いただきました。 

研修では、新潟県高齢福祉保健課の石見さんから県内の虐待発

生の状況を、高橋有紀弁護士から高齢者虐待の定義を、そして胎

内市・ちゅーりっぷ苑の新野直紀さんからは、グループワークも取り入れながら認知症と虐待（不適

切ケア）について理論的にお話いただきました。また、後半はグループで適切でなかったケア場面を

振り返ったり、改善策や虐待防止の取り組みなどを話し合っていただくプログラムとし、妻有福祉会

の田中保雄さんから講師としてまとめとコメントをいただきました。 

介護施設等には、虐待防止検討委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置など虐待防

止体制の整備が義務付けられました。本研修は、受講するだけでなく、受講者が講師となって組織内

で伝達研修を展開していただくことをねらいのひとつとして実施しました。研修のなかで実施したグ

ループワークを自施設・事業所でも取り入れていただき、ご利用者の生活の質の向上をめざして、ケ

アの振り返りやチームでの検討をますます進めていただければ幸いです。 

（担当：会員活動部・高齢者支援班） 

 

県委託事業・地域包括支援センター初任者研修を実施しました 
 

 

6/17 と 6/21 に、新潟県地域包括支援センター職員等（初任者）研修（新潟県からの委託事業）を

オンラインで開催しました。 

地域包括支援センター業務に従事して 1～2 年程度の職員、新たに地域包括支援センター担当とな

って 1～2 年程度の市町村職員を対象に、地域包括支援センターの 4 業務（総合相談支援業務、権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防マネジメント業務）について基礎的

な知識を学ぶ構成の研修で、約 80 名から受講いただきました。 

 

プログラムの 1 日目（6/17）は、県高齢福祉保健課の滝澤さんから「介護保険制度と地域包括支援

センター」の講義を皮切りに、新潟市地域包括支援センターあじかたの小山弓子会員から「総合相談

支援業務」、聖籠町社会福祉協議会の宮下美知子会員から「権利擁護業務」の講義をいただきました。 

2 日目（6/21）は、燕市分水地区地域包括支援センターの佐藤正枝会員から「包括的・継続的ケア

マネジメント支援業務」、胎内市地域包括支援センターみらいの佐久間直子保健師から「介護予防ケ

アマネジメント」をご講義いただきました。 

各科目は、講義だけでなく、「ブレイクアウトルーム」機能を使い、事例をもとに検討したり意見交

換をしていただくグループワークを挟みながら展開されました。本当は集まって名刺交換などをしな

がら直接交流しネットワークづくりが出来ればベストなのでしょうが、ブレイクアウトルームでのグ

ループワークでもなかなか楽しく意見交換をしていただけたようです。 

（担当：会員活動部・高齢者支援班） 
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朝活、夜活で Zoom の基本操作を楽しく体験していただきました 
 

 

6/26 の朝 7 時 30 分～と夜 19 時～、それぞれ「Zoom ミーティングの基

本操作講習会＠朝活、夜活」として、Zoom の研修にまだ参加したことがな

い方、まだ操作に自信がない方を対象として講習会を開催しました。 

朝は早くから 16 名、夜はお酒等も片手に 13 名が参加。生涯研修センタ

ー運営委員のリードのもと、マイクのオンオフ、画像のオンオフ、背景の変

え方、チャットの操作方法、リアクションの方法などをワイワイ楽しく体験

しました。 

（担当：生涯研修センター） 

 

基礎研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲともにオンラインでスタートしました 
 

 

 基礎研修Ⅱ、Ⅲは 5 月からスタートし、毎月集合研修が行われています。6 月には基礎研修Ⅰがス

タートしました。 

 昨年度は、演習の組み立ての関係などから基礎研修Ⅱ、Ⅲを中止しましたが、今年度は基礎研修Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲともに、Zoom ミーティングを使用してオンラインで実施しています。 

 オンラインでは受講者同士が名刺交換をしたり、直接交流をしたりということがなかなかできませ

んが、会場への移動の労力やバリアがなく、子育て中などの状況でも自宅から参加できるのはオンラ

イン研修の強み。 

基礎Ⅱ、Ⅲは開講から 3 ヶ月が経過し、受講者のみなさんも、Zoom の操作やブレイクアウトルー

ム機能による少人数グループワークにも慣れたご様子です。 

課題レポートはメールや提出フォーム（Google フォーム）でご提出いただいたり、当日の資料はク

ラウドストレージからダウンロードしていただくなどしています。 

（担当：生涯研修センター） 

 

ぱあとなあ新潟 地区研修報告 
 

■新潟地区研修 

6 月 26 日（土）オンライン（Zoom ミーティング）で実施。名簿登録者 16 名参加。 

① 事務連絡／2021 年度の新潟地区運営委員の紹介、受任件数の上限、今後の地区研修予定につい

て運営委員から説明。 

② 参加者の自己紹介と近況報告／個々の課題や悩みなどに対して、経験あるメンバーから助言あ

り。 

③ 会員からの問題提起／後見人等として活動が困難になった場合のバトンタッチについて意見交

換を行った。自分に何かあったら…というのは後見人等の共通の懸念事項であること、中には、

いつでも引継ぎできるように書類は PDF・音声などですべて保管している、独立型同士で協定

を結んでいる、という意見もあった。ぱあとなあ全体の課題として、今後、本部運営委員会に

も報告し引き続き検討する必要がある。 

（報告：ぱあとなあ新潟地区運営委員 長谷川悦子） 

 

■下越地区研修 

7 月 10 日（土）新発田市ボランティアセンターで実施。名簿登録者 9 名参加、名簿登録していな

い会員 1 名が参加。 
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出席者から後見活動報告をしていただき、日ごろの実践活動の中での生じた課題（施設入所にあた

り、身元引受人がおらず契約書が差し戻されたケースなど）や活動をする上での疑問点（同居の親族

に後見人を引き継ぐ場合に現後見人が後見監督人になれるのかなど）について参加者から様々な意見

やアドバイスがあり、解決に向けて情報交換を行うことができた。 

また、会員の一人が一般社団法人を立ち上げ法人後見を予定していることや、村上市における成年

後見制度利用促進の取組み状況として、次年度に中核機関の立ち上げが検討されていることについて

報告があった。 

最後に、8 月の定期報告について新様式での報告を行うよう事務連絡をおこなった。 

（報告：ぱあとなあ下越地区運営委員 鈴木優子） 

 

会員のみなさまへ（各種お知らせ、お願い） 
 

 

■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。 

 

■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 
・全社協 

  「月刊福祉 6 月号（特集：ヤングケアラーを知る）」 

  「月刊福祉 7 月号（特集：共生はすすんだか―国際障害者年から 40 年）」 

・民事法研究会 

  「実践成年後見№93（特集：障害者の権利擁護と成年後見人の役割）」 

・（公社）日本社会福祉士会 

  「コロナ禍におけるソーシャルワーク実践に関する基礎的研究」（2021年 3月） 

「地域共生社会の実現に向けた社会福祉士の研修プログラムの開発とスーパービジョンの実態

把握に関する調査研究事業」（2021年 3月） 

・（公社）福岡県社会福祉士会 

  「福岡県社会福祉士会研究誌 11号」（2021年4月） 

・新潟県 

  「第8期 新潟県高齢者保健福祉計画」（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。 

 

mailto:njacsw@poplar.ocn.ne.jp
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■各部門運営委員の名簿を同封しました  
 2021年6月12日の総会で旧役員の任期が満了し新役員が就任いたしましたが、それにあわせて、各

部門の運営委員についても2021年6月12日付で新体制となりました。各部門運営委員メンバーについ

ては今回同封の名簿をご確認ください。 
 

■ぱあとなあ名簿登録者のみなさまへ～8 月定期報告の時期となります  
 後見人等名簿登録をされている皆様におかれましては、以下の通り、定期報告（8 月報告）をお願

いいたします。 

■2021 年 7 月末日時点での活動をご報告ください。 

■提出締切は 2021 年 8 月末日（8 月 31 日必着）です。厳守でお願いします。 
※メール、ＦＡＸでの提出は不可としておりますので、新潟県社会福祉士会事務局へ、郵送または持参にてご提出

をお願いいたします。 

■様式は最新のものをご使用ください。最新の報告書様式、記入の手引き（記入についての注意事項）

は当会ホームページの会員専用ページからダウンロードしてください。 
※ホームページからのダウンロードが困難な場合、報告書の様式は「ぱあとなあ新潟」事務局から郵送やメールで

提供しますので必要な方はいつでもご連絡ください。 

■ケースを受任していない名簿登録者にも、必ず提出いただく様式があります 
 

会のスケジュール 
※2021 年 7 月 15 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７月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

24（土） 
9:00～17:00 社会福祉士国家試験受験対策講座／１日目 Zoom ウェビナー 

9:30～16:30 基礎研修Ⅱ／４日目 Zoom ミーティング  

◆2021 年８月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

6（金） 18:30～20:00 内部役員会 Zoom ミーティング 

7（土） 
9:15～16:45 社会福祉士国家試験受験対策講座／２日目 Zoom ウェビナー 

15:00～16:30 ぱあとなあ新潟・魚沼地区研修 魚沼市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

15（日） 9:30～16:30 基礎研修Ⅱ／５日目 Zoom ミーティング 

21（土）  9:30～17:00 基礎研修Ⅲ／４日目 Zoom ミーティング 

27（金） 10:00～12:00 理事会 Zoom ミーティング 

28（土） 
9:30～12:00 

生活支援班 Zoom 研修「児童の社会的養護とア

フターフォローについて」 
Zoom ミーティング 

15:00～17:00 ぱあとなあ新潟・中越地区研修 Zoom ミーティング 

29（日） 自宅受験 社会福祉士国家試験受験対策講座／模擬試験 自宅受験 

◆2021 年 9 月 

日程 時間（予定） 内容 会場（予定） 

4（土） 10:00～12:00 ぱあとなあ新潟・上越地区研修 上越市市民プラザ 

11（土） 14:00～15:45 スーパービジョン体験会／１回目 Zoom ミーティング 

12（日）  9:15～16:45 社会福祉士国家試験対策講座／３日目 Zoom ウェビナー 

18（土） 
9:30～12:00 ぱあとなあ新潟・新潟地区研修 Zoom＋ユニゾンプラザ 

9:30～17:00 基礎研修Ⅲ／５日目 Zoom ミーティング 

26（日） 13:00～16:45 ぱあとなあ新潟・名簿登録研修／１日目 Zoom ミーティング 
 

 

編集後記 
 夏なのでイメチェンしよう！と思い、先日美容室に行きました。髪のカラーどうする？と美容師さんに聞かれて「キャラメルみ
たいな感じがいい」とオーダーしたことから、「森永キャラメルのエンゼルのマークがどういうポーズを取っていたか」に発展。美容
師さんとふたりで、髪そっちのけでエンゼルのポーズをキメてみるのですが、「それはキョロちゃんの金のエンゼルではないか」「そ
れはグリコの一粒 300 メートルではないか」と、どうもちょっと違う…。諦めてスマホで画像検索してみたところ、森永のエンゼ
ルは下向きでした。やっぱりおいしいですよね、キャラメル。食べるときに歯の詰め物が取れないように気をつかうけど。（は） 

 

http://csw-niigata.sub.jp/）でもご
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