
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35回中四国精神保健福祉士大会岡山大会報告 

無事に終了いたしました。皆様、ありがとうございました。 
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アドベンチャーの旅は来年の広島大会、９年後の岡山大会へ 

令和元年１２月２１日・２２日、第３５回中四国精神保健福祉士大会岡山大会、無事に終了致

しました。年末の開催となることで、インフルエンザが流行しないか、雪でアクセスに影響しな

いか等、少なくない不安がありましたが、「かかわり」と「対話」を軸に、魅力ある企画が並ん

だプログラムに大会は成功に終わりました。御参加くださった皆様、基調講演で御登壇くださ

った星副会長、実行委員長として要を担ってくださった中山副会長はじめ実行委員の皆様、

当日運営スタッフとして御協力くださった皆様、大会を支えてくださった皆様、特に、大会の事

務局を担ってくださった浦安荘さんに改めて深く感謝申し上げます。本当にありがとうござい

ました。 

今大会を『成功』と前述しましたが、皆様にとって岡山大会はどのように評価できるでしょう

か。是非、御意見をお寄せいただければと思います。なにをもって成功と判断するかは難し

いところではありますが、随所に「おもてなし」を意識したことは、参加してくださった多くの方

に伝わったことと思います。また、一人での振り返りが難しい日々のかかわりを共に点検する

ことの重要性を再確認し、共に振り返る仲間の輪が拡がったことも、成功を感じさせる一つの

要因になったものと思います。もちろん、多くの課題にも気付かされ対応を求められました。

こういった経験の積み重ねが岡山県精神保健福祉士協会の財産にもなっていくことと思いま

す。この財産を県協会全体で共有しながら、これからの事業に活かしていけたらと思います。

引き続き宜しくお願い申し上げます。 

                      

第３５回中四国精神保健福祉士大会 岡山大会 

大 会 長  河 合  宏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第 35回中四国大会精神保健福祉士大会 岡山大会に参加して 

 以前の中四国大会でも星氏の話を伺う機会があり、その時も実践を交えた話で感動したこ

とを記憶しており、基調講演を楽しみに参加させていただきました。 

今回の基調講演でも、ご自身のあるがままの実践を話していただいたことが私の心に強く

響きました。「言葉に出したことだけが自己決定ではない」「実践しないといいかどうかわから

ない」「できるかどうかではなく、寄り添えるかどうか」などたくさん印象的な言葉をいただき、

星氏の一貫してクライエントに寄り添う姿勢に感銘を受けました。講演を聴きながら、目の前

にいるクライエントの顔が次々浮かび、経験が長くなるにつれ「仕方ない」「どうしようもない」

と理由をつけては、あきらめることが増えてきている自分に気づかされました。私ももう一度

原点に立ち返り、誰のため、何のために自分は存在しているのかを考えながらかかわりや自

己決定を大切にしながらじっくり時間をかけてクライエントと向き合っていきたいと思います。

そしてエコマップを増やせるようソーシャルアクションを起こしていきたいです。 

来年は中四国大会が広島で開催されます。「かかわりの再考」をテーマとしておりますの

で、皆様ぜひご参加ください。      医療法人社団恵宣会 竹原病院（広島県） 尾川 蘭 

ワールド・カフェ「精神保健福祉士の魅力を語る！」 

ワールド・カフェ！岡山県の皆様には、馴染み深いのでしょうか？研修会になると、引っ込

み思案になってしまう私には初体験です。初日の全体プログラムに組み込まれていたこと

で、ドキドキしながら参加しました。そのような私の気持ちを和らげるように、グループのテー

ブルには、花が添えられ、カフェのイメージを作っていただいています。テーマに沿って自分

がソーシャルワーカーとして取り組みたいこと、やりがいなどについて語ります。最初は目の

前の大判用紙とカラーペンをどのように使うのか分からなかったのですが、言いたいことや

他の方が話した内容、共感できることや発見したことを書いていきました。 

移動の時間になると緊張はやわらぎ、むしろ他のグループではどのような話があったんだ

ろう？とドキドキの気持ちはワクワクの興味に変化していました。沢山の色で、それぞれの想

いが書かれた各グループの大判用紙は、宝の地図のようでした。後半、私にとってソーシャ

ルワーカーの魅力は？というテーマに対し、参加者が書いたものは、無限の可能性、その人

の夢に近づける、相手も自分も成長できる、社会を変える！など、前向きなものばかりです。 

ワールド・カフェでの皆さまとの語り合い、他の参加者が書いたものを見ることで、自分が表

現しきれていないソーシャルワークの魅力に改めて気づかされました。持ち帰ったものは、次

の日からの私の確かな活力になっています。素晴らしい体験を提供してくれた、岡山県精神

保健福祉士協会の皆さま、大会実行委員会の皆さま、一緒に大会に参加した皆様に感謝い

たします。                   医療法人光の会 重本病院（山口県） 田村 良次 

参加者の方々より 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会では１日目の疲れを癒していただきつつ、各県のあらゆる世代の方々が交流し、お

互いの関係を深めることができるような機会になるよう、話し合いを重ねてきました。そのよう

な機会のご提供ができていたでしょうか。 

ご参加いただいた皆様に楽しんでいただけるように、岡山らしいメニューのお料理とお酒、

そして元気いっぱいのアトラクションを３種類企画しました。大会のメインテーマである『ソーシ

ャルワークの魅力体感アドベンチャー～対話で進化・深化・真価～』の「進化・深化・真価」に

ちなんだアトラクションアドベンチャーになるよう心がけました。 

 当日ご協力いただいた皆様、ご参加いただいた皆様のおかげで大盛り上がりとなり、そして

無事に終えることができました。ありがとうございました。 

 

懇親会報告 

分科会① ネガティブ 

ネガティブの分科会は「弱みを言いたい」「悩みを吐き出したい」という声から生まれまし

た。企画段階では、自分のネガティブな部分に着目して話をすることに、参加者が抵抗を感じ

るのではないか、中四国の各地から集まった人がいきなり自分のネガティブエピソードを語

れるのか、など気になる点も含めて、少しでも居心地の良い「対話」の場になってもらいたい

と一生懸命進めてきました。 

心配も抱えながら当日を迎えましたが、実際に分科会が始まると、どのグループも話が盛

り上がり、しっかり対話を楽しんでくれているようでした。中には話を聴いて拍手が自然と生ま

れるグループもあり、企画した私たちも嬉しく感じました。 

いつもは蓋をしているネガティブな部分をあえて語り、受け止められることで、そんな自分

も認めてあげられるようになります。また、リフレーミングしてもらうことで自分では気づかな

かったネガティブの良さに気づくことができます。 

ネガティブをポジティブに変えるのではなく、そんな自分も「いいね！」と受け止めることを

目標にして分科会を進めてきました。参加者の皆さんが自分を労って、明日への実践へと活

かしてもらえると幸いです。 

分科会報告 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会② ワークライフバランス 

ワークライフバランスでは、自分自身と、またグループや全体との対話を通して、経験年

数、年齢層、家族構成も様々な４０名の参加者とともに「自分らしい生活ってどんなもの？」

について考えました。 

まずは、対話の準備体操として「あなたにとってのワークライフバランスとは？」というテ

ーマで、ワークライフバランスのイメージについて共有しました。次に当分科会オリジナル

の「明日から使えるワークライフバランスシート」を用いて参加者各自が一週間のスケジュ

ールをかき出し、そこから今の生活を見つめ直す作業を行いました。最後に、グループで、

全体で、参加者の様々な生活スタイルを共有しコメントをし合いました。 

普段なかなか知ることのない他の人の生活スタイルを見せてもらうことで、新たな発見

や自分自身の生活を見つめ直す機会となったようです。精神保健福祉士は自身が社会資

源でもあり、生活を支える職種だからこそ定期的にこのような機会を設けたいとの感想を

多くいただきました。 

分科会③ 平成 30年 7月豪雨災害に学ぶ 

～私たち精神保健福祉士にできること～ 

 第３分科会では、広島県、愛媛県、岡山県の病院・施設・行政機関に所属し、豪雨災害

で被災された精神保健福祉士にご登壇いただき、『受援』という視点を踏まえ災害活動報

告をしていただきました。 

普段は『支援する立場』である精神保健福祉士が被災し『支援される立場（受援）』とな

り、何をすればよいのか手探りの状況下で、施設の復旧、患者や利用者・地域の方への

支援にあたられた体験をお話いただきました。登壇者の皆様からは、災害に備えるべく

「日頃から助けて欲しいことをきちんと言える力（受援力）が大切、災害時に自分が支援者

でいられるよう『備え』をしておくことも大切では」「普段から精神保健福祉士として行う地域

連携が役立つ」「地域づくりの視点を交えて考えることが大切」といった貴重なご意見を頂

きました。 

豪雨災害当日を思い起こすリアルな発表に、参加者からは「クライシスを想定し具体的

なイメージを持った取り組みが必要と感じた」「まずは居住地や職場の地域状況を把握し

ていきたい」といった感想を多く頂きました。備災・減災のための一歩を考え共有すること

ができた貴重な時間となりました。 

広島県、愛媛県、岡山県の登壇者の皆様、貴重な体験を発表していただきありがとうござ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会④ 精神保健福祉士の多様性 

第４分科会「精神保健福祉士の多様性」は、精神保健福祉の歴史を振り返る中で精神

保健福祉士が資格化され、精神障害者の権利擁護、代弁者として活動する中で医療、福

祉、行政、司法、教育、産業など活動する場が広がっており、各分野で活躍されている方

の実践を聞かせていただき、ソーシャルワークの魅力や精神保健福祉士が大切にしなけ

ればいけないことは何か再認識出来る場になればと思い企画しました。 

分科会は、医療、福祉、行政、司法、教育、産業のそれぞれの分野で活動されている 6

名の方に登壇していただき、ファシリテーターを旭川荘厚生専門学院の横山なおみ氏に務

めていただきました。前半は、それぞれの登壇者より自己紹介として「現在の所属先の紹

介」、「業務内容」、「今の職場で働くきっかけ」、「その職域で働く精神保健福祉士の魅力と

やりがい」、「業務を行う上で大切にしていること。大切にしたいこと。」「職域の広がりを感

じること」、「職域が広がりによって感じる今までの違い」について話していただきました。後

半は、シンポジウムを行いました。各登壇者同士で質問していただき、各登壇者の自己紹

介の内容を更に深めることで多様性の広がりなど確認しました。そして、新たな領域で業

務を行う中で精神保健福祉士の価値をベースに業務を行う上で悩みや苦労、職場の人に

精神保健福祉士を知ってもらうための努力や工夫について話していただきました。司法の

領域では、裁判所の判断で処遇が決定する中で精神保健福祉士して自己決定や権利擁

護という点でその人の状況が更に良くなるが何か考えながら関わっていると聞き、働く場

や求められている役割の中でもその人にとって何が大切かを考えて関わりをもち続けてい

くことの大切さを改めて感じました。新たな領域で精神保健福祉士として業務を行う上で大

切なことは、「自ら働きかけて信頼関係を築くこと」、「コミュニケーションを取って相互理解

に努めること」など今回の大会テーマでもある「対話」が大切であることなど話が出ました。 

この分科会で精神保健福祉士の活動の場の広がりを認識するとともに精神保健福祉士

として基本的な価値や倫理は、どの場所でも普遍的なものだと感じる事が出来ました。 

最後に、当日、多くの方にボランティアとして準備、 

運営に携わって頂き、御礼申し上げます。 

本当に有難うございました。 

分科会⑤ リカバリーde対話 

私たちの分科会では、参加したみなさんと一緒に、３年後の未来へ旅をするという少し

不思議なアドベンチャーを経験しました。２０２２年１２月２４日（土）、私たちそれぞれのリカ

バリーがとてもうまくいっている日に、３年ぶりの再会を喜びあいながら、私たちは、この３

年間について対話を始めました。今どんな状況か、その状況になるために誰（何）が、い

つ、どこで、どんな助けをしてくれたのか。３年前のあの日、自分のリカバリーについて何を

心配し、何がその心配を軽減させてくれたのか。少しずつ、それぞれの３年間が明確にな

っていく中で、対話は深まり、熱を帯びていきました。短い未来への旅を終え、現在に戻っ

てきた私たちは、自らが語った３年後の状況を見返して、今から踏み出す一歩の計画をた

て、一緒に旅をした仲間たちと共有しました。これから私たちがどんな未来を歩んでいくの

か、再会の楽しみを胸に、それぞれの旅はまだまだ続きます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約半年間大会準備から参加させてい

ただき、先輩方の熱い思いや考えを身近

に体感させていだだきました。そして、大

会当日は会場中に、笑顔と対話があふ

れており、中四国地区にはこんなに魅力

的な精神保健福祉士の先輩方がいらっ

しゃるのだと知りました。そんな先輩方と

対話をさせてもらう中で、人生の伴走者

として、その人の生活に寄り添うことが出

来るソーシャルワーカーの仕事は、とて

も魅力的な仕事だと改めて感じました。 

２０２０年！私は精神保健福祉士になり、

新たな冒険が始まろうとしています。ワクワ

ク、ドキドキしていますが、専門職としての

価値と倫理をしっかり持ち、これからも様々

な人々と対話をしていき、進化しつづけてい

きたいと思います。最後になりましたが、実

行委員の先輩方、学生実行委員やボランテ

ィアの皆さん、ご参加くださった皆様方、本

当に有り難う御座いました。 

学生実行委員の皆さんからの声 

大会テーマの、対話を大切に、準備期

間から学生として気になる事や心配事を

考え、時には試してみながら当日を迎え

ました。大会はもちろん、準備期間を通じ

大変有意義な時間を過ごす事が出来まし

た。各先輩方のバイタリティーを目の当た

りにして、ＰＳＷを目指す学生として、踏み

出す勇気や力をいただけた様に思いま

す。実行委員としてこの様な貴重な機会

をいただきありがとうございました。 

学生実行委員として大会に企画段階から

関わることができ、貴重な機会であったと感

じています。特に、分科会ではマイクで話す

機会があり緊張しましたが、これまで準備し

てきたものの積み重ねや分科会参加者の

温かい雰囲気に助けられ、落ち着いて話す

ことができました。大会を通じて参加する中

で、精神保健福祉士との交流の機会や学

びが多く、素晴らしい大会に関わることがで

き、とても身になる経験となりました。 

本大会の学生実行委員として参加させ

ていただき，ありがとうございました。学生

の身分のため，皆さんに貢献できるかとい

う不安の中，実行委員の精神保健福祉士

の皆さんと準備をさせていただいてきまし

た。また，大会当日において他県の精神

保健福祉士の方々と会話をさせていただ

き，実行委員の立場ではありつつも沢山

の学びという宝物を持って帰らせていただ

きました。今回の経験を就職後へも生かし

ていきたいと思っています。 

準備段階から当日まで学生実行委員とし

て関わることができ、非常に学びが多く貴重

な経験になったと思います。２日目の分科会

①では進行の補助をさせていただき、参加者

の方々が語り合っている様子を見て嬉しく感

じました。緊張していましたが、今まで共に準

備してきた方々と一緒にやると思うと落ち着く

ことができました。この大会を通して、多くの

人と出会い、学ぶことができて本当によかっ

たです。 

写真：分科会⑤ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

≪理事会からのお知らせ≫ 

〇２０１９年１２月２７日、公益社団法人日本精神保健福祉士協会より、愛媛・広島・岡

山に頂いた平成３０年７月西日本豪雨災害義援金を被災された会員にお届けさせて

頂きました。 

〇２０２０年度県協会・県支部総会を「２０２０年６月２７日（土）林病院ひまわりホール」

にて開催します。ご予定くださいますよう宜しくお願い致します。 

〇協会 HP を開設し、半年以上が経過しました。PSW 通信や会員の皆様に関係する

様々な情報を数多く掲載しておりますが、皆さま、何度か目を通して頂いています

か。最新情報は、概ね毎月１５日前後と３０日前後に掲載しております。不定期に更

新することもありますので、こまめにチェックしてもらえたらと思います。 

また、よりよい HP にしていきたいと考えておりますので、ご意見やご感想を理事会に

お寄せ下さい。よろしくお願いします。 

大会御礼 

「第３５回中四国精神保健福祉士大会 岡山大会」が１２月２１日、２２日に開催され、無事

終えることができたことに、実行委員を代表して厚く御礼申し上げます。 

大会には、中四国各県をはじめ近畿、関東から３００名を超えるご参加があり、県内からも

１５０名ものご参加、ご協力をいただきました。このように盛大に開催することができたのも、

県協会員の皆様や学生ボランティア皆様、共に私たちを支えていただいた学生実行委員の

皆様のご協力の賜物であると思っております。また、ご参加が叶わなかった方々からも、常に

大会を気にかけていただいておりました。改めて岡山の精神保健福祉士の力を強く感じまし

た。 

今回は、「ソーシャルワークの魅力体感アドベンチャー」～対話で進化・深化・真価～をテー

マに「かかわり」と「対話」について考えていきました。いささかふざけたテーマと感じられた方

もいたかもしれませんが、私たちはこのテーマと２年間にわたり真摯に向き合い、企画へと反

映していきました。基調講演では、その実践を言葉の力・熱量で伝えていただき、私たちのか

かわりを問い直すような時間となり、ワールド・カフェや分科会では、多くの仲間との出会いと

私たちの資質向上に繋がる機会となったのではないでしょうか。 

大会で得られた気づきと出会いは、岡山大会というアドベンチャーの旅で見つけた宝物にな

ればと思っています。私自身、この大会に関わらせていただき、多くの気づきと出会い、そし

てこの経験が大きな宝物となりました。９年先の話ではありますが、次回の岡山大会でも多く

の方が積極的に参加・協力していただき、岡山県精神保健福祉士協会の更なる向上へと繋

げていただけることを強く望んでおります。 

今回の岡山大会にご理解とご協力いただきました全ての皆様に心より御礼申し上げます。 

第３５回中四国精神保健福祉士大会 岡山大会 

実行委員長 中 山  真 



≪研修委員からのお知らせ①≫ 

〇３年目企画からのご案内 

基礎コース研修３年目企画として、下記の通り研修会を２回予定しています。 

一部 

日 時：２０２０年１月２５日（土） １４時～１６時（受付１３時３０分～） 

テーマ：終わりなき意思決定支援～さあ、次の扉をノックしよう 自己決定を促す旅～ 

場 所：岡山県生涯学習センター 

二部 

日 時：２０２０年２月１５日（土） １３時３０分～１６時（受付１３時～） 

テーマ：昼から徹底討論！！ボクらの価値観～自己決定を促すかかわりとは～ 

場 所：岡山県生涯学習センター 

※いずれも、出欠についてはグループリーダーを通じて研修委員に連絡を入れて下さい。 

※詳細につきましては、同封の案内をご確認ください。 

〇全体研修 

   日 時：２０２０年３月７日（土） １３：３０～１６：３０（受付１３：３０～） 

場 所：望ヶ丘ホスピタル 本館２階 多目的ホール(津山市田町１１５) 

テーマ：臼井嵩来人（たかきーと）さんの生き方から振り返る PSW実践 

内 容：社会の中で「性別」に関する生きづらさを感じ、パワーレスになっていた臼井さん。

悶々と生きる中、ふとしたきっかけから行動に移し、最高裁まで行き、申し立ては

退けられたが、裁判官からは「性同一性障害者の苦痛は多様性を包容すべき社

会の側の問題でもある」等といった補足意見が述べられ、それは世界規模でのニ

ュースになった。臼井さんの人生や生き方に触れ「何がそうさせるのか？」「どうし

てそのように生きられるのか？」を知ることが、エンパワメントを実践しリカバリーに

携わる私たち PSW に多くの気づきをもたらしてくれると思います。多数のご参加を

お待ちしております。 

   ※詳細につきましては、同封の案内をご確認下さい。 

 

   

≪全体研修 ご報告≫ 

１１月１５日（金）に岡山刑務所にて『現場で聞く、障害者支援と司法の基本的理解及び岡

山刑務所見学』というテーマで全体研修が行われました。６５名という大勢の方が参加されて

おり、テーマへの関心の高さをまず感じました。 

 はじめに岡山刑務所について説明を受けた後、刑務所内を見学させていただきました。そ

の後、今村保護観察官・金島福祉専門官より事例を踏まえながら実際の支援について講演

いただきました。平成２１年度より再犯防止に力を入れていくため「特別調整」がスタートして

います。特別調整を希望している帰住先のない高齢者や障害のある受刑者で、福祉サービ

スを導入することで社会復帰を円滑に進めていくものです。特別調整を進めるにあたりソー

シャルワーカーが司法の分野にも求められている現状を知ることができました。「なぜ犯罪を

犯してしまったのか」に終始せず「なぜ犯罪をせずに今まで過ごせたのか」など当事者の語り

が大切なこと、地域と繋がっていく重要性、その難しさを学ぶことができました。司法の現状

について知らないことも多く、今後さらに学びを深めていき、業務に活かしていきたいと思い

ます。                                    河田病院  相賀 美幸 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪研修委員からのお知らせ②≫ 

〇基礎コース研修 

１月２５日（土）の研修については、１０月のＰＳＷ通信にご案内と派遣依頼を同封しており

ます。また、２月１５日の派遣依頼は今回の通信に同封しておりますので、ご確認下さい。 

≪基礎コース研修 ご報告≫ 

１２月７日（土）きらめきプラザにおきまして、基礎コース研修１年目と基幹研修Ⅰの合同

研修が行われました。 

 午前中は、「日本精神保健福祉士協会の歴史」について、浦安荘の岸本信義氏にご講

義いただきました。これまでの歴史を振り返り、当事者に寄り添いながら、社会的復権を目

指してきた姿勢を堅持していく必要性をお話いただきました。また、時代のニーズに沿っ

て、これからの協会の歴史を作っていく新人の皆さんへエールが送られた内容となりまし

た。その後、「精神保健福祉士の価値」について林病院の星昌子氏からご講義をいただき

ました。ご自分の体験を踏まえつつ、精神保健福祉士として大切にしなければならない価

値について、具体的に分かりやすくお話いただきました。当事者一人ひとりの思いが実現

できる社会づくりについても大きな責務であることもお話いただき、精神保健福祉士として

の質を高める努力も求められていることがひしひしと感じられる内容でした。 

 午後からは「精神保健福祉士の実践」について、こころの医療たいようの丘ホスピタルの

河合宏氏にご講義いただきました。実践の中で、押さえておかなければならない点につい

て、簡潔に分かりやすく提示していただきました。参加者の皆さんには、実践するうえでの

基礎的な振り返りができたのではないでしょうか。その後「自分が悩んだ時に取り組んだこ

と～新人から現在まで～」をテーマにシンポジュウムを行いました。まきび病院の松林学

実氏、ＮＰＯ法人ＯＮＥの亀山正喜氏、岡山県精神科医療センターの工藤真紀氏にシンポ

ジストをお願いし、ご自分の体験を通して学んできたこと、実践してきたことを発表いただき

ました。コーディネーターを浦安荘の中山真氏にお願いし、参加者とシンポジストが交流で

きる会場づくりをしていただきました。シンポジュウムの内容を踏まえ、グループワークを

実施したところ、グループ内で活気のある意見交換が行われ、前向きに業務に取り組める

内容となっていました。 

 日本精神保健福祉士協会・基幹研修Ⅰを未受講の方は、次の機会に是非、受講してい

ただければと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪理事会の報告≫ 

 開催日時：２０１９年１１月１４日（木） １９：００～２１：００ 

 開催場所：林病院 ひまわりホール 

 出席者：河合・星・横山・中山・木本・矢木・春名・小林・坂本・堀家（敬称略） 

 協議内容（概要） 

  〇県協会ホームページについて 

  ○第３５回中四国精神保健福祉士大会について 

  ○研修会について：全体研修・基礎コース研修 

  ○会員情報について：入会・退会希望者・会員情報の変更 

  〇実行委員などの派遣・進捗確認 

  ○派遣・推薦・後援・周知依頼について 

○災害対策委員より（豪雨災害関連） 

○日本協会の動き 

○その他 

≪事務局からのお知らせ≫ 

 

① 令和元年度の県協会会費（年会費２，０００円）の納入につきましては、下記口座へ納入し
ていただきますよう、ご協力をお願い致します。なお、振り込みの際には、所属機関名と氏

名をフルネームで記載してください。 

口座記号番号：０１３６０－２－１０２５２３（ゆうちょ銀行） 

加入者名：岡山県精神保健福祉士協会（ｵｶﾔﾏｹﾝｾｲｼﾝﾎｹﾝﾌｸｼｼｷｮｳｶｲ） 

 

② 平成３０年度の県協会会費の納入やそれまでの会費納入がまだの方は、同じく口座への
振り込みをよろしくお願い致します。２年間の会費滞納がありますと、本人の意思とは関

係なく、会員資格の喪失となりますので、ご注意ください。 

 

③ 会員情報（氏名・所属先・連絡先など）の異動がある方は、ＨＰからダウンロードして、早め
に事務局へ FAX・郵送・持参ください。また、同じ所属の方からの連絡もお受けしておりま

す。 

 

④ ＰＳＷ通信の送付枚数は限られていますので、各機関で回覧し、会員全員に情報が行き
渡るように、ご協力をよろしくお願い致します。 

 

岡山県精神保健福祉士協会 事務局 

〒703-8520  岡山県岡山市中区浜 472番地 

林道倫精神科神経科病院 相談室内  （担当：星・小林・坂本・堀家） 

TEL（０８６）２７２－８８１１ ／ FAX（０８６）２７３－９９４４ 

e-mail：psw-ok＠r3.dion.ne.jp 

 


