【参加申込受付について】

【 令和3年5月26日現在 】
共催・後援については予定※依頼中
新型コロナウイルス感染症の状況により、開催
内容が変更となる場合があります。

第26回

参加申込受付は6月中旬頃を予定
裏面のHPにておしらせします。

地域福祉実践研究セミナー㏌岩手・はなまき

－ 世界がぜんたい幸福になる地域づくりをめざして －

開催期日 令和3年 8月 19日（木）～ 21日（土）
1日目 全体会 （動画配信サービスでのライブ配信を併用）
2日目 ワークショップ７会場（ビデオ会議システムによるオンラインセミナーを併用）
3日目 全体会 （動画配信サービスでのライブ配信を併用）
参 加 費 【会場参加】 一般6,000円、学生2,000円（資料代、2日目分科会参加費）
【オンライン参加】 一般4,000円、学生1,000円
（2日目分科会参加費）※資料は各自でダウンロード
※印刷資料希望の場合、別途、一般2,000円、学生1,000円（郵送配布）

【岩手県内参加者※会場参加・オンライン参加いずれも】
一般2,000円、学生1,000円（資料代、2日目分科会参加費）

【1日目 鼎談、シンポジウム】（会場参加・オンライン参加）
一般・学生ともに1日目のみの参加 無料
※2日目のワークショップにオンライン参加の場合、カメラ付きパソコンでの参加をお願いします
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総合営農指導拠点センター
花巻市文化会館、花巻市総合福祉センター
第26回地域福祉実践研究セミナー実行委員会
特定非営利活動法人日本地域福祉研究所
岩手県／花巻市／岩手県社会福祉協議会／花巻市社会福祉協議会 順不同（予定）
岩手県民生委員児童委員協議会／花巻市民生委員児童委員協議会／
花巻ボランティア連絡協議会／岩手県立大学／東北福祉大学／
東北文化学園大学
順不同（予定）
このセミナーは、共同募金の助成を得て実施しています。

花巻市マスコットキャラクター
フラワーロールちゃん

－ 地域福祉実践研究セミナー プログラム一覧 －
１日目

２日目

３日目

【8月19日(木) 13:00～17:30】
会場 総合営農指導拠点センター

【8月20日(金) 10:00～16:30】
会場 花巻市文化会館ほか

【8月21日(土) 9:15～12:30】
会場 花巻市文化会館

◆動画配信サービスでのライブ配信に
よるオンラインセミナー

◆ビデオ会議システムによるオンライ
ンセミナー

◆動画配信サービスでのライブ配信に
よるオンラインセミナー

【定員 会場参加 150名】

【定員 各分科会・会場参加
20名、オンライン参加 30名】

【定員 会場参加 100名】

〇受 付 12:00～12:50
〇開会式 13:00～13:15
○基調説明13:15～13:35
「花巻市の地域福祉の源流」
～イーハトーブの実現に向けた花巻の地域福
祉の取り組み～

○鼎 談 13:35～15:05

○受

付

○分科会・ワークショップ
――――――――――――――
①地域共生社会の実現に向けた
農福連携の新たなチャレンジ
「農業と福祉をつなぐ将来へのチャレンジ」
～農福・障農連携で地域づくり～

「互いに認め合い、支え合い、幸福 アドバイザー
を実感できる地域社会の実現」
宮城 孝氏、宮城 好郎氏、三浦 剛氏
～イーハトーブ岩手・はなまきから、人口減
少に向き合う地域福祉のひとづくり、まちづ
くり～

【登壇者】
千葉 茂樹 氏（前副知事）
岩手県 学術文化特別参与
公立大学法人岩手県立大学理事長

上田 東一 氏
花巻市長

大橋 謙策 氏
日本地域福祉研究所 理事長

〇シンポジウム 15:20～17:20
「東日本大震災後10年からの提言」
～災害に備える・災害に負けない地域福祉の
まちづくり～

【シンポジスト】
右京 昌久 氏
岩手県社会福祉協議会 元事務局長

有原 領一 氏
宮古市社会福祉協議会 総務課長

村上 徳子 氏
釜石市 地域福祉課長

及川

昇 氏

陸前高田市民生委員児童委員協議会 会長

【コーディネーター】
宮城
孝 氏
法政大学現代福祉学部 教授

――――――――――――――
【その他イベント開催】
○福祉・ボランティアひろば
11時30分～13時まで
会場 総合営農指導拠点センター
・福祉団体 即売コーナー
・ボランティア活動紹介コーナー

【セミナー会場】
○ 花巻農協総合営農指導拠点センター
（花巻市野田335-2）

○ 花巻市文化会館
（花巻市若葉町3-16-22）

○ 花巻市総合福祉センター
（花巻市石神町364）

○受

付

9:00

9:00

会場 花巻市文化会館

――――――――――――――
②東日本大震災から10年後、現
在の人と地域の生活課題
「東日本大震災から10年の地域復興のあゆ
み」
アドバイザー 菱沼 幹男氏、船戸 義和氏
会場 花巻市文化会館

――――――――――――――
③みんなが集い、ふれあう居場
所づくりを通じた地域づくり

○ワークショップ・分科会報告
9:15～10:45
【総合司会】 神山 裕美 氏
大正大学社会共生学部 教授
（特定非営利活動法人日本地域福祉研究所）

○総括講演 11:00～12:15
【講師】
大橋 謙策 氏
(特定非営利活動法人日本地域福祉研究所
理事長)

○閉会式 12:15～12:30
○次期開催地 あいさつ
（愛媛県今治市）

「地域の居場所を通じた、つながりづくり」
アドバイザー 秋山由美子氏、佐藤 哲郎氏
会場 花巻市文化会館

【お問合せ・お申込み】

――――――――――――――
④人と地域を創るコミュニティ
ソーシャルワーク

第26回地域福祉実践研究セミナー
実行委員会
（社会福祉法人花巻市社会福祉
協議会内）
〒025-0095
岩手県花巻市石神町364
✉hanamakisyakyo.vo@proof.ocn.ne.jp
TEL 0198-24-7222
FAX 0198-22-4283

「人口減少と単身化する地域の生活支援のあ
り方を考える」
アドバイザー 中島 修氏、田中 尚氏
会場 花巻市文化会館

――――――――――――――
⑤地域自立生活支援へのサービ
スと意思決定支援
「その人らしい生活を総合的に支えるサービ
スと意思決定を尊重するしくみづくり」
アドバイザー 田中 英樹氏、豊田 正利氏
会場 花巻市文化会館

――――――――――――――
⑥全世代型・全対象型地域包括ケア
と包括的支援体制のしくみづくり
「こども、高齢、障がい、認知症など、多問
題家族支援と包括的支援体制」

アドバイザー
原田 正樹氏、木戸 宜子氏、森 明人氏
会場 花巻市文化会館

――――――――――――――
⑦花巻市の困窮救済事業「よる
ひる銀行」からはじまる地域福
祉の過去から未来
～「社会的孤立を生まない地域づくり」から
持続可能なしくみづくりに向けて～

アドバイザー
小野 敏明氏、齋藤 昭彦氏
会場 花巻市総合福祉センター

――――――――――――――

（問合せ先）

--------------------------（申込先）
名鉄観光盛岡支店
〒020-0022
岩手県盛岡市大通3-3-10
七十七日生盛岡ビル9階
TEL 019-654-1058
FAX 019-654-1044

申込締切 7月23日（金）
※申込は、花巻市社会福祉協議
会、日本地域福祉研究所ホーム
ページからダウンロードできます。

花巻社協HP

日本地域福祉
研究所HP

