平成２４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

内容
１．平成２３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

第８回
定時社員総会
平成２４年
６月２３日

２．平成２３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
３．役員の選任について
１．平成２５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

第９回
定時社員総会

２．平成２５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２５年
３月１６日

２．理事会
期日

内容

出席者

１．平成２４年度６月期定時社員総会について
平成２４年
４月２３日

２．平成２４年度実習指導者講習会について
３．任期満了に伴う新理事体制について

７人

４．事務局体制について
１．平成２４年度６月期定時社員総会について
平成２４年
５月２１日

２．平成２４年度実習指導者講習会について
３．平成２４年度基礎研修会について

１０人

４．任期満了に伴う新理事体制について
５．権利擁護センターについて
１．平成２３年度事業報告について
２．平成２３年度決算について、監査報告について

平成２４年
６月１８日

３．定時社員総会について
４．平成２５年度群馬県社会福祉関係予算要望会議の開催及び要望

１０人

資料について
５．社会福祉法人新生会カウンセリングセミナーの協賛について
平成２４年
６月２３日

１．会長、副会長、常務理事の選任について
２．事務局長の選任ついて

９人

１．平成２４年度基礎研修Ⅰについて
２．平成２４年度社会福祉士実習指導者講習会について
平成２４年
７月１７日

３．平成２４年度社会福祉士国家試験全国統一模擬試験について
４．各委員会の委員について
５．平成２５年度群馬県社会福祉関係予算要望会議の開催及び要望
資料の提出について
６．群馬県障害者権利擁護センターの補正予算について
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１０人

７．高崎市虐待対応ネットワーク会議の委員推薦について
８．平成２４年度ホームページ管理運営委員会予算書について
９．ハンセン病福祉委員会「松翁会福祉助成金申込」について
１０．ＬＥＣ東京リーガルマインドの入会（賛助会員）について
１１．ぐんま暮らし応援会への入会について
１．群馬県を中心としたハンセン病に関する記録及び正しい理解の
ための視聴覚資料について
２．後援依頼の承認について
３．第１０回小規模多機能型・グループホーム大会の後援依頼につ
いて
４．宿泊研修について
平成２４年
９月１８日

５．ぐんま暮らし応援会の入会について
６．高次脳機能障害講演会について

１１人

７．第１３回ユースセッションについて
８．ソーシャルワーカーデーのイベントについて
９．ホームページの一部修正について
１０．ホームページの活用について
１１．研修体制整備のための、国研修への参加必要な研修への派遣
会員の人選について
平成２４年
１０月１５日

平成２４年
１１月１９日

１．ニュース７９号原稿依頼について
２．東毛地区研修会について

８人

３．障害者権利擁護センターの職員体制について
１．ソーシャルワーカーデーのイベントについて
２．第９回定時社員総会について

１１人

３．平成２５年度予算編成について
１．理事会の議事録署名について
２．ソーシャルワーカーデーのイベントについて

平成２５年
１月２１日

３．第１３回ユースセッションについて
４．ホームページの活用について

１０人

５．定時社員総会（３月期）の開催について
６．前橋市介護認定審査会委員候補者の推薦について
７．平成２５年度予算及び事業計画について
１．会員名簿の取扱いについて

平成２５年
２月４日

２．高崎市介護認定審査委員の推薦について
３．来年度以降の事務局員について

８人

４．平成２５年度予算の編成について
１．臨時職員の取扱要領と就業規則について
平成２５年
２月１８日

２．新生会カウンセリングセミナーの協賛について
３．定時社員総会の役割分担について
４．定時社員総会の資料について
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１０人

平成２５年
３月１１日

１．厚生労働省科学研究補助金・エイズ対策事業について
２．第９回定時社員総会について

１０人

３．講演会・説明会等
会議名

期日・内容
日時：平成２４年６月２３日

説明会

会場：群馬福祉会館
内容：生涯学習制度について
説明者

山崎

孝会員

日時：平成２５年３月１６日
講演会

会場：群馬県公社総合ビル
内容：障害者虐待防止法と群馬県障害者権利擁護センターの活動内容について
講

師

財津進介会員

４．日本社会福祉士会の会議及び研修会
会議名

期日・内容
日時：平成２４年６月１６日

通常総会

出席者
【代議員】

内容：第２３回通常総会

内山

日時：平成２５年３月１６日

原口

内容：第２４回通常総会

小川

５．委員会・事業・地区協議会
（１）総務委員会
日時：平成２５年３月２５日文書審議
第１回
総務委員会

内容：ホームページ管理運営規則の一部改正について
ホームページ管理運営に係る掲載手続き細則について

９人

その他

（２）広報委員会
ニュース７９号

日時：平成２４年９月２０日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース７９号

日時：平成２４年１０月２９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８０号

日時：平成２５年２月８日

編集会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

ニュース８０号

日時：平成２５年３月７日

印刷・発送作業

会場：群馬県社会福祉士会事務局
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９人

５人

６人

４人

（３）研修委員会
日時：平成２４年９月１日
基礎研修Ⅰ

会場：群馬県社会福祉総合センターＢ０１会議室

第１回集合研修

内容：本会の歴史と生涯研修制度について

２４人

グループワーク「社会福祉士の専門性について」
日時：平成２４年１２月２２日
基礎研修Ⅰ
第２回集合研修

会場：群馬県社会福祉総合センター２０３ＡＢ会議室
２１人

内容：社会福祉共通基盤の理解、
倫理綱領・行動規範の理解
グループワーク「社会福祉士の倫理綱領の現場適用」

（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

受験者数

日時：平成２４年１０月１３日（土）

８人

会場：群馬県勤労者福祉センター
全国統一模擬試験
の実施

日時：平成２４年１０月１４日（日）

９人

会場：東京福祉大学伊勢崎キャンパス（団体受験）
日時：平成２４年１０月１４日（日）
会場：東京福祉大学池袋キャンパス

１６人
（団体受験）

（５）ホームページ管理運営委員会
日時：平成２４年４月２６日（金）午後７時〜
会場：群馬県社会福祉総合センター５階５０２会議室
内容：①ホームページのフッターデザインについて
②ぱあとなあ群馬ＭＬの管理（アドレスの登録・削除）に
ついて
③検索サイトの登録について
第１回定例会

④日本社会福祉士会及びリンク掲載先へのＵＲＬ・

５人

メールアドレス変更の通知について
⑤ホームページ更新にかかる決裁について
⑥ホームページ運営にかかる更新の担当振り分けについて
⑦ツイッターの公式アカウントについて
⑧会員への「新規登録」依頼及び郵送作業について
その他
日時：平成２４年８月２日（木）午後７時〜
第２回定例会

会場：群馬県社会福祉総合センター５階５０２会議室
内容：①４月１日〜現在までの更新内容について
②今後更新すべき内容
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６人

③ホームページの一部修正について（案）
④リンクの募集について
⑤新入会員に対するホームページ等の周知と新規登録の周知
について
⑥ホームページの活用について
⑦ホームページの更新情報について
⑧備品・消耗品の購入について
⑨ホームページ管理運営の規則及び掲載手続き細則について
日時：平成２４年１２月４日（火）午後７時〜
会場：群馬県社会福祉総合センター５階５０２会議室
内容：①平成２５年度予算要求書について

第３回定例会

６人

②平成２５年度事業計画について
③ホームページの活用について
日時：平成２４年２月１６日午後５時〜
会場：群馬県社会福祉総合センター５階５０２会議室
内容：①ホームページ管理運営委員会用ノートパソコン購入検討
②ホームページの活用について

第４回定例会

５人

③不要なコンテンツ（委員会専用掲示板等）の必要性につい
て
④リンクの一部修正について

（６）権利擁護センター
項
目
研
修
相
談

ぱあとなあ群馬

事業名

成年後見人養成支部委託研修

内容他

件数等

９月〜１２月に開催し、受講者は群馬・栃木県

権利擁護推進事業

成年後見に関する相談を希望する団体に対して、

平成２４年度群馬県社会福祉協

会員を講師として派遣（出張権利擁護相談）

３５名

３０件

議会社会福祉振興基金補助事業
前橋市社会福祉協議会（相談員４名を派遣）

相
談

市町村への相談員派遣事業

ぱあとなあ総会
会
議
等

ぱあとなあ役員会・定例会

６月開催

前橋

定例会・ぱあとなあ総会、懇親

会
役員会

ぱあとなあ役員

偶数月開催（６回）

定例会

ぱあとなあ会員

毎月開催（合計１２回）

ぱあとなあ活動報告書チェック

年２回開催予定（３月、９月）

支部委託事業

ぱあとなあ役員

全国ぱあとなあ担当者会議（関

年２回開催予定（１１月・１月）
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登録者１３７名

支部事務局
受任者７５名

受任件数
３８９件

東甲信越ブロック連絡協議会含
む）
支部研修委託連絡委員会
高齢者虐待対応専門職チーム

本部

支部委託研修担当者（５月、１月）

弁護士会・司法書士会との連携により、個別ケー
ス会議への派遣、相談（２０件）

支部代議員

年２回

全国各地

ぱあとなあ広報

広報委員会との連携

ぱあとなあセンター長出席
記事収集

知的障害児者生活サポート協会との連携

成年後見センター

１６件

権利擁護に関する相談

随時

初任者及び未受任者研修を７月、２月に２回開催

研修委員会

（７）地域包括支援センター支援委員会
日時：平成２４年９月２８日
会場：群馬県社会福祉総合センター５０１会議室
会議

内容：委員長の選任について

４人

今後の活動について
情報交換

（８）ユースセッション委員会
日時：平成２４年７月２１日
委員会定例会

会場：和屋（懇親会）
内容：今年度の活動方針・内容について

６人

ソーシャルワーカーデーについて
日時：平成２４年９月８日
委員会定例会

会場：群馬県福祉総合センター５０２会議室
内容：今年度の研修会について

７人

ソーシャルワーカーデーについて
日時：平成２４年１１月１０日
委員会定例会

会場：群馬県福祉総合センター５０２会議室
内容：研修会のチラシ作成・発送について

６人

ソーシャルワーカーデーについて
日時：平成２５年１月１２日
委員会定例会

会場：群馬県福祉総合センター５０２会議室〜和屋
内容：ソーシャルワーカーデーの企画書作成

１０人

２月２３日の研修会の最終確認
日時：平成２５年２月２３日
研修会

会場：群馬県福祉総合センター２０１会議室
内容：みんなのメンタルヘルス
〜元気に仕事を続けるために〜
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２０人

日時：平成２５年３月９日
委員会定例会

会場：群馬県福祉総合センター５０２会議室

３人

内容：今年度の反省、来年度の活動内容

（９）ソーシャルワーク研究委員会
日時：平成２４年４月２０日
定例会

会場：社会福祉総合センター５０１会議室
内容：テキストにより、グループワークのスキル等学習

８人

見学研修について
日時：平成２４年５月１８日
会場：社会福祉総合センター５０１会議室
定例会

内容：テキストにより、グループワークのスキル、集団規範の形成
等学習

６人

見学研修について
ソーシャルワーク研究会メンバーの現況報告について
日時：平成２４年６月１６日
施設見学

会場：こころみ学園（足利市）

１２人

内容：施設見学と施設内レストランで食事等
日時：平成２４年７月２０日
会場：社会福祉総合センター５０１会議室
定例会

６人

内容：施設見学反省会
異業種交流会

打ち合わせ

ケース検討
日時：平成２４年９月２１日
定例会

会場：社会福祉総合センター５０１会議室
内容：１０、１１月基礎研修受け入れについて

７人

グループワーク演習
日時：平成２４年１０月１９日
定例会

会場：社会福祉総合センター５０１会議室
内容：基礎研修

他領域のソーシャルワーク実践について（基礎研

修受講者とともに）

１９人

座談会

日時：平成２４年１１月１６日
会場：社会福祉総合センター５０１会議室
定例会

内容：基礎研修

他領域のソーシャルワーク実践について（基礎研

１８人

修受講者とともに）福祉現場からの実践報告
自由討論
日時：平成２５年１月１８日
定例会

会場：社会福祉総合センター５０１会議室
内容：ソーシャルワーク研究会メンバーの現況報告
来年度の活動内容
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７人

来年度予算、担当係について
グループワーク（学習、集団規範形成）
日時：平成２５年２月１５日
会場：社会福祉総合センター５０１会議室
定例会

内容：グループワーク（学習、プログラムの分析と立案、レクレー

７人

ションとの違い他）
自由討論
日時：平成２５年３月１５日
定例会

会場：会場：社会福祉総合センター５０１会議室
内容：会員近況報告

７人

グループワーク（学習、波長合わせ等）

（１０）子ども福祉専門委員会
日時：平成２４年５月１５日
会場：児童養護施設こはるび
第１回委員会

４人

内容：第１回勉強会について
第２回勉強会について
第３回勉強会について
日時：平成２４年７月１０日

第１回勉強会

会場：前橋市総合福祉会館
内容：講義「非行を起こした少年をどう扱うか」
講師

前橋家庭裁判所調査官

１５人

美谷進氏

日時：平成２４年８月１７日
第２回委員会

会場：社会福祉総合センター

５人

内容：第２回勉強会について
第３回勉強会について
日時：平成２４年１０月６日

第２回勉強会

会場：社会福祉総合センター
内容：講義、グループ討議「少年事件とその背景を知る」
講師

大阪保護観察所

保護観察官

３３人

伊田和泰氏

日時：平成２４年１２月４日
第３回委員会

会場：ガスト前橋西店
内容：第３回勉強会について

３人

平成２５年度事業計画、予算要求
日時：平成２５年２月２２日
第３回勉強会

会場：赤城少年院
内容：施設見学会「赤城少年院の現場見学、講話」
講話

赤城少年院

亀井次長
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１９人

（１１）多文化共生ソーシャルワーカー委員会
日時：平成２４年６月３０日
会議

会場：群馬県昭和庁舎フリースペース

３人

内容：多文化共生に関する団体の情報収集について話し合い
日時：平成２５年１月１２日〜１３日
研修会

会場：日本女子大学

目白キャンパス

内容：日本社会福祉士会主催「滞日外国人ソーシャルワーク研修」

１人

に参加

（１２）高次脳機能障害対策委員会
日時：平成２４年７月３日
第１回委員会

午後７時〜

会場：群馬県社会福祉総合センター５０１会議室
内容：担当理事の紹介、新役員選出

９人

１２月開催予定の講演会に向けて…内容案の検討
日時：平成２４年９月４日
第２回委員会

午後７時〜

会場：群馬県社会福祉総合センター５０１会議室
内容：高次脳機能障害講演会開催について

８人

〜準備経過の報告と今後の動きについて確認
日時：平成２４年１１月１３日
第３回委員会

午後７時〜

会場：群馬県社会福祉総合センター５０１会議室
内容：高次脳機能障害講演会開催について

９人

〜準備経過の報告と当日の流れ等の詳細確認
日時：平成２４年１２月８日
第１回高次脳機能
障害講演会
（第４回委員会）

午後２時〜

会場：前橋市総合福祉会館 第１･第２ 会議室
内容：第１回

高次脳機能障害講演会

講師

酒井保治郎先生(老年病研究所附属病院 名誉院長）

演題

「高次脳機能障害を知ろう」

参加

３８名

９人

（１３）スクールソーシャルワーク研究委員会
日時：平成２４年６月２９日
会場：高崎市役所
内容：今年度の取り組みについて

６人

担当係決め
役員会議

研修会（７月）内容の検討、その他
日時：平成２５年３月１９日
会場：高崎市内
内容：平成２４年度振り返り
次年度役員選出
次年度活動内容についての検討
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７人

日時：平成２４年７月３１日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室
内容：研修会内容についての振り返り

８人

次回研修会日程と内容についての検討
日時：平成２４年８月９日
会場：高崎市教育センター

７人

内容：ＳＳＷｒ活用に関する合同会議
日時：平成２４年９月１１日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室
会議

内容：研修会内容についての振り返り

９人

次回研修会日程と内容についての検討
日時：平成２４年１１月２日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室
内容：研修会内容についての振り返り

９人

次回研修会日程と内容についての検討
日時：平成２５年１月２４日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室
内容：研修会内容についての振り返り

９人

次回研修会日程と内容についての検討
日時：平成２４年７月３１日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室

１０数人

内容：「スクールソーシャルワークとは」発表者 大崎広行会員
日時：平成２４年９月１１日
研修会

会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室

１０数人

内容：「他市町村における取り組み」発表者 大崎広行会員
日時：平成２４年１１月２日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室

１０数人

内容：「高崎市ＳＳＷｒによる実践報告会①」発表者 石井貴也会員
日時：平成２５年１月２４日
会場：群馬県福祉総合センター２０２会議室

３０数人

内容：「高崎市ＳＳＷｒによる実践報告会②」発表者 齋藤純子会員
研修会

日時：平成２５年３月１９日
会場：群馬県福祉総合センターB０１会議室
内容：「高崎市教委による平成２４年度事業報告と活動報告」

４０数人

発表者 大山知久指導主事(高崎市教委), 髙木政代委員長

（１４）社会福祉士現場実習指導者養成支援研究委員会
社会福祉士実習指 日時：平成２４年１２月８日〜１２月９日
導者講習会

会場：東京福祉大学

５４人
受講
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（１５）ハンセン病福祉研究委員会
日時：平成２４年４月１３日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：２３年度委員会総括と２４年度委員会活動計画、ＤＶＤ企画

７人

内容検討
日時：平成２４年５月１８日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学

５人

内容：ＤＶＤ作成に関する契約の検討、ＤＶＤ企画内容検討
日時：平成２４年６月８日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：ハンセン病市民学会報告、会員の啓発活動報告（高崎健康福

６人

祉大学）、啓発資料学習とＤＶＤ企画内容検討
日時：平成２４年７月１３日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：啓発資料学習とＤＶＤ企画内容検討（形式、インタビュー候

８人

補者と内容を含む）、契約書の締結、外部助成金申請書提出
日時：平成２４年８月１０日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：啓発資料学習、ＤＶＤ最終企画書の決定（インタビュー・撮

５人

影内容･注意事項の検討を含む）
日時：平成２４年９月１４日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：インタビュー実施報告(9/8)と候補者（コンタクトパーソン、

５人

関連資料収集方法を含む）確定
日時：平成２４年１０月１２日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学

４人

内容：インタビュー調整と進捗状況報告
日時：平成２４年１１月１６日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学

５人

内容：インタビュー調整と進捗状況報告
日時：平成２４年１２月１４日
会場：高崎健康福祉大学
定例委員会

内容：ＤＶＤ中間報告、これまでの会員の人権啓発活動実施報告（六
合小・六合中、玉村中・玉村南中等）、県内中学校人権教育

４人

の概要とＤＶＤ使用・配布方法の検討、H25 年度事業案・予
算案の検討、研修会内容及び参加者確認
日時：平成２５年１月６日
研修会・啓発活動

会場：おうえんポリクリニック（所沢市）
内容：前栗生楽泉園副園長

並里まさ子医師

講演

「正しいハンセン病を学んでみませんか」
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１９人

参加者：１９名（退所者３名・学生５名・一般６名含む）
日時：平成２５年２月１５日
定例委員会

会場：高崎健康福祉大学
内容：Ｈ２５年度事業案・予算案の確認、ＤＶＤ試写と意見交換

９人

参加者：オブザーバー（行政職員）１名を含む
日時：平成２５年３月２・３日
臨時委員会

会場：栗生楽泉園

８人

内容：編集作業
日時：平成２５年３月９・１０日
定例委員会

会場：栗生楽泉園
内容：Ｈ２５年度活動と外部助成金への申請、啓発活動の HP 活用、

９人

ＤＶＤパンフの作成、ナレーション録音・編集作業
日時：平成２５年３月１６・１７日
臨時委員会

会場：高崎健康福祉大学

６人

内容：ナレーション録音・編集作業
＊ＤＶＤ作成のためのインタビューや撮影は、委員会と別に多数行われたため記載を省略しました

（１６）リーガルソーシャルワーク委員会
日時：平成２４年６月１４日
定例委員会

内容：更生保護の現状及び触法障害者、高齢者の処遇について①

４人

会場：群馬県社会福祉総合センター
日時：平成２４年８月９日
定例委員会

内容：更生保護の現状及び触法障害者、高齢者の処遇について②

４人

会場：太田福祉会館
日時：平成２４年１１月８日
定例委員会

内容：更生保護の現状及び触法障害者、高齢者の処遇について③

３人

会場：群馬県社会福祉総合センター

（１７）群馬県障害者権利擁護センター
相談業務

日時：平成２４年１０月１日開設〜
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
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

１２件

相談員：虐待対応専門職チームの５名が交替で事務局に常駐している。
虐待防止ネットワ

第１回障害者虐待防止ネットワーク会議
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ーク会議

日時：平成２４年６月２７日
会場：公社ビル会議室（出席者

委員２０名

県、センター職員

４名）

虐待対応マニュアル作成部会
日時：平成２４年９月１４日
会場：公社ビル会議室（出席者

委員、センター相談員

５名）

第２回障害者虐待防止ネットワーク会議
日時：平成２４年９月２６日
会場：公社ビル会議室（出席者

委員１９名

県、センター職員

５名）

市町村虐待防止センター情報交換会
日時：平成２５年３月１２日
会場：公社ビル会議室（市町村虐待防止センター

２０名

県、センター職員

６名）
障害者虐待防止・
権利擁護研修

全体研修
日時：平成２４年７月２６日

１２：５５〜１７：００

会場：群馬県社会福祉総合センター

８Ｆ大ホール（受講者２３３名）

分野別（管理者）
日時：平成２４年８月７日
会場：群馬県庁

９：００〜１７：００

２８１会議室

（受講者７８名）

分野別（従事者）
日時：平成２４年８月８日
会場：群馬県庁

９：００〜１７：００

２９１会議室

（受講者６６名）

分野別（相談窓口職員）
日時：平成２４年８月２８日、２９日、９：３０〜１６：３０
会場：群馬県庁
広報・啓発

２８１会議室

（受講者７０名）

広報・啓発のためのリーフレット作成（２色刷り）１万部
関係団体へ配布
障害者虐待防止出前講座
市町村

１２

対象者

施設

５１か所
３９

施設職員、民生委員、保護者、自立支援協議会委員、
虐待防止ネットワーク委員

虐待対応専門職チ

専門職チーム派遣

２回

ケース会議へ参加

ーム

（１８）高齢者虐待対応支援事業
高齢者虐待対応

日時：平成２４年６月１２日、２０日、２１日の３日間

現任者研修の実施

会場：群馬県庁

会議室

対象：高齢者虐待対応にあたる市町村・地域包括職員
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
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半日

８９名参加

演習
初動期段階、対応段階、評価と終結、総合演習
２日半
高齢者虐待に関す

日時：月曜日から金曜日

る窓口の設置事業

会場：福祉士会事務局内

９時〜１７時

４７名参加
（祝日を除く）

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）
ケース会議等への派遣

５件

権利擁護研修等への派遣

７件

（１９）西毛地区
日時：平成２４年７月６日
研修会

会場：高崎健康福祉大学１号館
内容：障害者自立支援法の動向
報告者

８人

金井正敏会員（群馬整肢療護園）

日時：平成２５年１月２５日
親睦会

会場：高崎酒場

１５人

内容：ミニ研修会（地域包括ケアについて）、親睦会

（２０）東毛地区協議会
日時：平成２４年１２月１１日
東毛地区研修会

会場：太田市福祉会館３階大会議室
内容：成年後見制度について
講師

６人

坂井イツコ会員

（２１）中毛地区協議会
日時：平成２４年７月２５日
会議

会場：前橋市内

５人

内容：今年度の宿泊研修について
日時：平成２４年８月２３日
会議

会場：前橋市内

５人

内容：宿泊研修について
日時：平成２４年９月１２日
会議

会場：前橋市内

５人

内容：研修内容について
日時：平成２４年１０月１１日
会議

会場：前橋市内

５人

内容：研修案内について
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日時：平成２４年１０月２６日
役員会議

会場：前橋市総合福祉会館ボランティアルーム

４人

内容：タイムスケジュールと役割分担について
日時：平成２４年１１月２１日
役員会議

会場：群馬県社会福祉士会事務局

５人

内容：宿泊研修の最終確認
日時：平成２４年１１月２３日〜２４日
会場：前橋市市民文化会館第１・第２会議室
内容：子どもの権利を考える〜児童虐待とどう向き合うか〜
講演

福島の現状から児童擁護を考える

講師

ＮＰＯ法人福島の児童養護施設の子供の健康を考える
会代表

宿泊研修

澤田

和美

講演

児童虐待の現状を知る

講師

群馬県中央児童相談所

グループワーク
事務連絡

３５人

氏
所長

真下

潔氏

私たちは事件から何を見るか

障害者権利擁護センターの説明
ホームページの案内

日時：平成２４年１２月１８日
会場：前橋市総合福祉会館ボランティアセンター
会議

４人

内容：研修の反省
研修アンケート
来年度の事業計画と研修について

（２２）北毛地区協議会
日時：平成２４年４月２９日
第１回定例会

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
内容：新事業「ハイキング」の企画について、

６人

虐待の勉強会と成年後見制度説明会（渋川市役所）
日時：平成２４年５月２７日
会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
第２回定例会

内容：虐待の勉強会について、

４人

成年後見制度説明会（渋川市役所）について
成年後見制度説明・相談会（渋川地区）について
日時：平成２４年６月３０日
会員研修会１

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
内容：高齢者虐待

５人

講師：財津進介会員
日時：平成２４年６月３０日
第３回定例会

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
内容：成年後見制度説明会（渋川市役所）について
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５人

成年後見制度説明・相談会（渋川地区）について
会員交流会（ハイキング）について
成年後見制度・説明相談会（吾妻地区）について
成年後見制度・説明相談会（利根沼田地区）について
日時：平成２４年７月２１日
会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
第４回定例会

内容：成年後見制度説明・相談会（渋川地区）について
会員交流会（榛名山ハイキング）について

３人

成年後見制度・説明相談会（吾妻地区）について
成年後見制度・説明相談会（利根沼田地区）について
第１回成年後見制
度説明会

日時：平成２４年７月２３日
会場：渋川市役所

３６人

講師：宇敷進会員
日時：平成２４年９月２２日
会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）

第５回定例会

内容：成年後見制度説明・相談会（渋川地区）について
会員交流会（榛名山ハイキング）について

５人

成年後見制度・説明相談会（吾妻地区）について
成年後見制度・説明相談会（利根沼田地区）について
日時：平成２４年９月２９日
第２回成年後見制

会場：渋川ほっとプラザ

度説明・相談会

講師：宇敷進会員

１９人

相談：財津進介会員（１件）
日時：平成２４年９月２９日
会場：渋川ほっとプラザ
第６回定例会

内容：会員交流会（榛名山ハイキング）について

４人

成年後見制度・説明相談会（吾妻地区）について
成年後見制度・説明相談会（利根沼田地区）について
会員交流会

日時：平成２４年１０月２０日
場所：榛名「烏帽子岳」登山後「ゆうすげ」にて交流会

１１人

日時：平成２４年１０月２７日
第３回成年後見制

会場：中之条町保健センター

度説明・相談会

講師：宇敷進会員

１８人

相談：松岡一明会員（１件）
日時：平成２４年１０月２７日
第７回定例会

会場：中之条町保健センター
内容：成年後見制度・説明相談会（利根沼田地区）について

４人

北毛地区研修会と総会について
第４回成年後見制

日時：平成２４年１１月２４日

度説明・相談会

会場：沼田市保健福祉センター
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１８人

講師：財津進介会員
相談：宇敷進会員（１件）
日時：平成２４年１１月２４日
第８回定例会

会場：沼田市保健福祉センター

７人

内容：北毛地区研修会と総会について
平成２５年度事業計画について
日時：平成２４年１２月１５日

第９回定例会

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）

７人

内容：北毛地区研修会と総会について
平成２５年度事業計画と予算について
日時：平成２５年１月２６日

第１０回定例会

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）

５人

内容：北毛地区研修会と総会について
平成２５年度事業計画と予算案について
日時：平成２５年２月２３日

第１１回定例会

会場：岡部宅ミーティングルーム（榛東村）
７人

内容：北毛地区研修会と総会について
平成２４年度事業実施状況/予算状況について
平成２５年度事業計画/予算案について
会員研修会２
（福祉講演会）

日時：平成２５年３月３日
会場：渋川ほっとプラザ

２３人

内容：「いじめから見えてくること」
講師：ＮＰＯ法人

パスの会理事長

山口実

氏

日時：平成２５年３月３日
北毛地区総会・交

会場：渋川ほっとプラザ

流会

内容：平成２４年度事業実施状況/予算状況について
平成２５年度事業計画/予算案について
意見交換
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９人

