
≪第３６回 中四国精神保健福祉士大会広島大会 参加報告≫ 

中四国精神保健福祉士大会広島大会に参加された会員の方々から、多くの寄稿をいただ

きました。 

 

令和３年１０月２３日（土）に中四国精神保健福祉士大会広島大会に参加してきましたので

ご報告します。今大会は本来昨年広島で開催予定でしたがコロナ感染拡大を受け一年延期さ

れていたものです。今年は中四国精神保健福祉士大会で初の Zoom開催となりました。自宅

のパソコンから開会式、基調講演、シンポジウム、懇親会に参加しました。 

 大会テーマは「かかわりの再考～PSWの原点から精神保健福祉士の未来を探る旅へ～」で

あり、基調講演は「かかわりの再考」として井上牧子先生（目白大学人間学部人間福祉学科

教授）のお話を聞きました。井上先生はソーシャルワーカーにとって必要不可欠な「かかわり」

とは何か、「かかわり」の原則、「かかわり」と「業務」、「かかわり」の可能性などについて分か

りやすくお話してくださいました。私が講演の中で一番印象に残った言葉は「かかわり」は思想

であり、可視化やマニュアル化できるものではないとの言葉です。クライエントもソーシャルワ

ーカーも唯一無二の存在であり、そのふたりの主観的な「かかわり」は個別性が高く、マニュア

ル化することもできないし、モデルもないのだ、その「かかわり」にはジレンマが生じるのだとの

お話には非常に感銘を受けました。自分が悩み考えていたことを言葉にして頂いた気持ちが

しました。また、日々の業務は「かかわり」とは違うこと、「かかわり」には時間がかかることなど

耳の痛い話もありましたが、明日からの実践に教示を頂けたと思います。ソーシャルワーカー

は「かかわり」続けていくしかないのだと再認識できました。 
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日増しに秋の深まりを感じるようになりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

さて、今号では Zoomを活用した座談会と、法人化について検討するワーキンググルー

プについてお知らせがあります。また、研修について、ソーシャルワーカーデーについて、

中四国大会広島大会について等、盛り沢山の充実した内容になっています。普段以上に

読み込んでいただければ幸いです。 

新型コロナウイルスの感染状況も少し落ち着いているような印象を受けています。状況

が好転することを祈念しつつ、油断せず今できることを続けたいと思います。皆様も元気

にお過ごしください。                       岡山県精神保健福祉士協会  

会長 河合 宏 



午後からのシンポジウムは「かかわることと向き合い深める～仲間に向けたメッセージ～」

でした。シンポジスト３名がそれぞれの立場や役割の中で「かかわり」とどう向き合われている

かのお話でした。所属が総合病院、単科の精神科病院、地域の事業所で法人理事をされて

いるなど様々ではありましたが３人のシンポジストに共通する「かかわり」の想いが伝わってき

ました。発表の後チャットで寄せられた質問に丁寧に答えていただきました。会場で質問をす

るよりチャットの方がしやすいのかたくさんの質問が寄せられていたようです。リモートならで

はで良さもあるのだなと思いました。シンポジウムでは「かかわり」だけでなく「寄り添う」「ふり

返る」とのキーワードがありました。「寄り添う」では、クライエントと時間だけでなく感情も共有

することとのお話に共感しました。「ふり返る」では常に行っているとのシンポジストの言葉にド

キッとしました。また、クライエントに評価を聞くという話は恐ろしくもありますが、明日から実践

してみようと思いました。 

 シンポジウムの後は柏木昭先生（日本精神保健福祉士協会名誉会長）による総括がありま

した。東京からのリモート参加をしてくださり、久々にお顔を拝見して嬉しかったです。 

 オンライン懇親会には６７人が参加されていました。懇親会セットのおちょこで乾杯した後

は、ブレイクアウトルームでグループトークしたり、全体で各県からのＰＲ動画を見たりと非常

に盛り上がりました。私は二次会まで参加しました。 

オンラインではありますが中四国の皆様と繋がった楽しい一日でした。 

ももの里病院  木野内 留美 

分科会①「PSWの倫理×広島の取り組み～信用失墜行為を経験して～」 

この分科会には約１１９名の参加があり、テーマへの関心の大きさを感じました。 

２０１５年に起きた広島県精神保健福祉士協会会員による信用失墜行為を、直接対象者に

は迷惑をかけていないからと流すのではなく、協会内で議論を重ねながらこれまで取り組んで

きた内容について発表がありました。 

「対象者からお土産を渡されたら受け取る？」「仕事の外出先で私用を済ませたことがあ

る？」「私用携帯から関係機関に電話を掛けたことがある？」「倫理綱領にこの１年の間に目

を通した？」これは当日発表者から私たち参加者に投げかけられた質問です。普段の業務で

何気なくありそうな場面、一方でどう考えたらいいのか少し迷う場面だと思います。しかしこれ

らのちょっとした行為が常態化することで、倫理に抵触する行為に気づけなくなる危険性を発

表から学ぶことができました。 

広島県精神保健福祉士協会では、この６年の間に協会活動のガイドライン作成、実際の業

務の中で出会う倫理問題について考えるドラマ動画の公開、相談相手を増やすための会員

同士の交流の活発化などに取り組んできたそうです。その成果として、倫理綱領の内容をより

具体的な項目に落とし込んだ「振り返りポイント」を作成し、PSW が常に職場で目に付くところ

に貼って自己チェックができるようにしているということでした。 

「倫理とは何なのか？」と常に考えながら自分のかかわりを振り返ること、そしてそのことが

対象者の権利擁護と利益につながると強く感じられる分科会でした。 

林道倫精神科神経科病院 坂本寛子 

 

 

  



分科会②「コロナ禍における PSWの実践」 

分科会②には７０名程の参加がありました。まず岡山県、高知県、広島県の３名の話題

提供者からコロナ禍における PSWの実践について報告がありました。コロナ禍で病院、地

域で今まで出来ていた様々な活動(協会活動含む)が制限されている現状であること。障害

当事者への影響としては、入院中の外出や面会及び家族や支援者との関わりの制限、退

院支援や訪問がストップ、支援者への影響としては、感染状況に暗雲低迷し濃厚接触者

が出るたびに緊張が走り疲労困憊、先が見えない不安、事業所収入の減少などが挙げら

れていました。そのような現状の中、消毒作業の委託やテレワーク、在宅就労というコロナ

禍だからこその新たな仕事の拡がりがあり利用者さんの自信につながったこと、制約があ

る中でどう関わるかを悩み考えながら日々対応することの大切さ、権利擁護と社会参加の

視点は変わらないという内容が心に残りました。近隣県の取り組みや身近な実践を学び、

今自分ができることは何かを考えるためのきっかけになりました。 

その後グループワークにて、自身の取り組みや同士の状況を共有することで更に考察

を深めました。県は違えどコロナの影響により各所属機関で同じような困りごとが起きてお

り対応に苦慮している現状でした。グループワークの中で、コロナに対する捉え方は人そ

れぞれ温度差があり、そのことを理解したうえで関わること、コロナに対して如何に事前に

備えていくかが重要であると話し合いました。そしてコロナ禍でできないことに目を向ける

のではなくコロナ禍でもできること、コロナ禍だからこそできることに目を向けていく視点に

ついて語りあいました。参加メンバーにも恵まれ前向きで有意義なグループワークとなりま

した。 

未だ続くコロナ禍において、かかわりを持つのに障壁があり、かかわりの時間や頻度が

減少し、かかわりやつながりが希薄になりがちな今だからこそ、かかわりの質を高めていく

必要があると再認識した分科会でした。              慈圭病院 二宮 博之 

分科会③「若手によるシンポジウム～葛藤・悩みを明日への力へつなげよう～」 

分科会③では、まずコーディネーターと４名の話題提供者によるシンポジウムが行われ、

それぞれの経験に基づいた葛藤や悩みについて、それらをどのようにして力に変えている

のかといった話がなされ、とても学びとなる時間でした。その後は小グループに分かれての

グループワークの時間となりました。私の参加したグループはファシリテーター１名、経験年

数２～６年目までの参加者５名のグループで、ワークシートを用い PSW として働く中で感じ

ている不安や葛藤、その背景、それらをどのように解決すればいいのか、具体的な解決策

は何か、といったことを話しました。不安や葛藤については「自分の思いをどのように伝え

ればいいのか」「相手の思いをどのように汲み取ればいいのか」といった、かかわりに端を

発することが主だったように感じました。また、それらの解決策として「他職種に対して発信

していくこと」「先輩に相談していくこと」「伝え方を工夫していくこと」といった方法をそれぞれ

から聴く中で、アイデアをもらいながら自分にできることは何か考えることができたと思いま

す。終わってから「もっといろいろ聴きたかった、話したかった」と感じる時間でした。 

分科会③に参加し、活動している環境や関わる人たち、経験年数もバラバラな人と集ま

って話をする中で、改めて PSWにとってのかかわりとは何か、立ち返って考える良い機会

となりました。今後の自分のかかわりに、生かしていけたらと思います。 

こころの医療 たいようの丘ホスピタル  嘉數香里 

  



 

 

  

≪研修委員会より≫ 

 

〇全体研修（案内） 

テーマ：新・生存権裁判を通して、健康で文化的な最低限度の生活について改めて考える 

〜おかしいことには声をあげよう〜 

日 時：２０２２年１月８日（土）１３：００〜１６：００（Zoom） 

講 師：吉永 純 先生（花園大学 社会福祉学部社会福祉学科 教授） 

 

昨年から続くコロナ禍の中、貧困の拡大は以前にも増して大きな社会問題となっており、

我が国のセーフティネットである生活保護制度の重要度も増しています。その中、２０１３年か

ら行われた生活保護基準の減額改定は、生存権を規定した憲法第２５条に違反するとして、

その撤回を求める訴訟（新・生存権裁判）が全国２９地裁で行われており、岡山でも４６名の

原告と弁護団が奮闘されています。名古屋、札幌、福岡、京都地裁では原告の訴えが棄却さ

れましたが、今年２月の大阪地裁では、減額処分を取り消す画期的な判決が言い渡されまし

た。 

私たちは、精神保健福祉士養成課程において社会保障や公的扶助について学んできてい

ますが、日々の多忙な業務の中、公的扶助についての基本的見方、考え方を点検する機会

が少ないのが現状ではないかと思います。 

そこで今年度の全体研修として、２０２２年１月８日(土)に、花園大学社会福祉学部教授の吉

永純先生をお迎えして「新・生存権裁判を通して、健康で文化的な最低限度の生活について

改めて考える」をテーマとした研修を企画しました。研修では、本裁判がなぜ闘われているの

か、その争点や大阪地裁での勝訴の要因などを先生の講演を通して学び、その後グループ

ワークの中で、PSW としての価値観と倫理観を踏まえて本裁判をどう捉えるべきか、考えた

いと思っています。 

また、かつて朝日訴訟が闘われた岡山でもありますので、朝日訴訟が生活保護制度の拡

充に与えた影響なども、併せてご講演いただく予定です。事前に先生への質問（生活保護で

おかしいと思うことやそこに対してどういう視点を持つべきかなど）も募集いたします。申し込

み時に併せて記載していただければと思います。 

生活保護は国民の権利であり、その基準の引き下げは様々な制度（最低賃金、住民税非

課税、国保料減免など４７の制度）にも連動し、多数の国民に影響を与える問題です。ぜひ多

くの会員の方々と学びあう機会にしたいと思います。ご参加をお待ちしております。 

 

花園大学社会福祉学部社会福祉学科教授 

１９７９年に京都大学法学部を卒業。京都市役所へ就職、   

福祉事務所での現場経験等を経て２００８年より現職。全

国公的扶助研究会会長。公的扶助論を専門に貧困問題や

生活保護等を研究、生活保護訴訟の支援にも多く携わら

れている。主な著書に、「生活保護審査請求の現状と課

題」（明石書店、２０２０年）、「生活保護「改革」と生存権の

保障」（明石書店、２０１５年）など。 

     （参加の申込については、次ページに記載） 
吉永純先生 



お申し込み方法：ご参加を希望される方は、２０２１年１１月１５日（月）より受付を開始しま 

す。「氏名」「所属」「メールアドレス」「経験年数」をご明記の上、２０２１年１２月２８日（火）ま 

でに、下記の E メールアドレスにお申し込みください。お申込みの方には、２０２２年１月４ 

日（火）より順次、研修参加の URLをメールいたします。 

お申し込み・お問い合わせ先：社会福祉法人 浦安荘 中山 真 

E-mail：nakayama10@grace.ocn.ne.jp （中山宛） 

TEL：０８６-２６３-９２０１ 

 

〇基礎コース研修（報告） 

今年度、Zoom を活用し、２年ぶりに基礎コース研修が始まりました。８月２８日に３年

目、９月２５日に１年目と２年目の第１回研修がありました。 

１年目は、岡山市こころの健康センターの木本氏を講師に、ワールドカフェを用いて「現

場で今私ができること」をテーマに各々が感じる悩みや課題について話し合い、最後にこ

れからどうしていきたいかを話しました。それぞれの環境は違いますが、「横のつながりを

感じた」「同じような悩みを共有できた」と感想があり、仲間とつながり、実践を振り返ること

ができたと思います。 

また、２年目は岡山市障害者基幹相談支援センターの平松氏を講師に、２人一組で互

いのストレングスを見つけた後、５ピクチャーズを用いて事例のニーズを整理し、アセスメ

ントについて学びました。参加者の感想を掲載します。 

 

今回と同じ講義を２年目研修の時にも受講させて頂きました。改めて受講し、２年目・３年

目参加者のそれぞれの視点から意見を聞く事ができ、より学びを深めることができたと思

います。また、研修を通して日々の業務を振り返ると、反省点ばかりに目が行きがちでした

が、自分の視点や考え方を「２年目の時」と「今」で比較できたことで、自身のプラスの変化

に気づく機会にもなりました。 

Zoom でのグループワークは私自身初めてで、操作方法への不安や今までにない緊張感

から苦手意識がありました。ですが、新たな研修様式を体験できたことで、Zoom を用いた

研修へのハードルが下がり、本研修以外に対しても参加意欲が高まりました。研修開催に

あたり、講師の平松様、企画・運営をご担当頂いた研修委員の皆様に心より感謝申し上げ

ます。                                      山陽病院 小虎和 

講演を通じて改めて、アセスメントを行っていく過程にソーシャルワーカーの本人への寄り

添い方が表れ、どのような過程を本人と経ていくかがとても大切な意味を持つことを学びま

した。つい支援の方法や結果に意識が行きがちですが、アセスメントが本人とともに希望を

形にしていく道のりだからこそ、本人の想いや声を大切にしながら、私らしくワーカーとして

のこだわりを持って臨んでいきたいと思いました。また、新型コロナウィルスの流行に伴い、

様々な研修や学習会が延期や中止となるなか、仲間と学び合える場、意見を出し合い考え

ていくことができる機会がいかに大切かを実感した 1 年でありました。今後も積極的に学ば

せていただきたいと思います。           林道倫精神科神経科病院  小松原 航 

 



  

≪新企画のご案内≫ 

岡山県精神保健福祉士協会 『座談会 ～つながるカフェ～』 

 研修など集まる機会がほとんどない状況で、精神保健福祉士同士のつながりが希薄にな

らないよう、研修の休憩時間のような時間が作れたら、と思い、オンライン（Ｚｏｏｍ）でも集え

る機会を設けました。あまり堅苦しくなり過ぎず、各回のテーマに沿った意見交換が出来れ

ばと考えています。講師がいる研修とは違い、参加する皆様が相互に語り、学び合い、つな

がる機会です。（なお、各回のテーマについては、今後、参加者の皆様とも話し合いながら

決めていく予定です。） 

アルコールは厳禁ですが、お好きな飲み物をご用意いただき、お気軽にご参加ください。

皆様の日常の実践の振り返りやリフレッシュ等にご活用いただければ幸いです。事前の申

し込みは不要です。先着１００名となりますのでご了承ください。 

今後は、会員ＭＬ、ＨＰでのご案内を予定しています。 

【第１回座談会】  

 日 時：令和３年１１月２１日（日）１０：００～ （１時間程度） 

 テーマ：「日々の実践を語る」 

 

Okayama_MHSW .さんがあなたを予約された Zoom ミーティングに招待しています。  

〇Zoom ミーティングに参加する  

https://zoom.us/j/96673696301?pwd=ZVlrNCtla0ZBbnBVTXdpUmZVN1BnZz09  

〇ミーティング ID: 966 7369 6301  

パスコード: 526780 

（座談会については、次ページにも掲載） 

 ストレングスの視点で丁寧にアセスメントをすることで、本人への支援の軸が定まっていくこ

とや、その都度振り返ることで本人だけでなく、PSW自身の関わりの変化にも気付けていくこ

とを学べたと思います。 

例年「自主企画」をする３年目ですが、今年度は１年目と２年目担当に分かれ、各研修のサ

ポートをしながら、企画や研修運営について学んでいます。獲得目標を達成するために運営

側がどのような役割をするべきか、悩みながら奮闘してくれています。研修当日だけでなく

Zoom開催のため打ち合わせも多くなっていますが、回数を重ねるにつれ、主体的に考える姿

が見られています。 

今年度はすべて Zoom開催のため、これまでの研修内容を活かし、さらに発展させるため

に研修委員も各回試行錯誤し、新たなツールを使用する・サポート役をつけるなど工夫をして

います。Zoom特有の会話の入りにくさなど対面と同じとは行きませんが、悩みや思いを発信・

共有し、実践を振り返る場・学び合える場の重みを感じています。より良い研修にしていくため

にご意見があれば研修委員に提案してくださればと思います。 

次回は、１１月６日に第２回目として、１年目は「記録の書き方」、２年目は「事例のまとめ

方」について学ぶ予定です。 

https://zoom.us/j/96673696301?pwd=ZVlrNCtla0ZBbnBVTXdpUmZVN1BnZz09


【開催頻度】 

月１回程度を予定します。平日の夜、土日祝日の日中や夜、開催時間は試行します。 

【参加対象者】 

岡山県精神保健福祉士協会会員 

【Ｚｏｏｍ招待】 

会員ＭＬ、県協会ＨＰ（会員ページ）を通じて行います。 

【当日のスケジュール】（全体で１時間程度） 

   開会 挨拶・オリエンテーション・テーマの確認等 （１０分程度） 

   グループでの意見交換 （４０分程度 休憩含む） 

   全体会 意見交換の内容の全体共有 （１０分程度） 

   閉会 （余韻があれば、閉会後少しの時間全体会を開放します。） 

 

■参加にあたっての確認事項（必ず全てご確認ください） 

１：参加者側の Zoom 接続不具合や通信トラブル等について、県協会では対応できませ

ん。Zoomの利用に不安がある方は、Zoomヘルプセンターで事前にご確認ください。 

２：Zoom については 最新バージョンへの更新をお勧めしております。Zoom ヘルプセンタ

ーの「最新の Zoom 更新プログラムのダウンロード」を事前にご確認ください。 

３：Zoom での座談会は、長時間（１時間予定）のオンラインであるため、データ容量無制限

プランや有線 LAN を使う等により安定した接続環境のご用意をお願いいたします。参加

に要したデータ通信料等は各自でご負担ください。 

４：Zoom の参加時の氏名表記は必ずお名前フルネーム（漢字）とし、休憩時以外は必ずカ

メラオンとしてください。 

 

■禁止事項（必ず全て厳守ください） 

１：ID、パスワード、入室用 URL を第三者に漏洩・譲渡等して、参加の権利を第三者に譲

渡・使用等させること。 

２：コンテンツの一部または全部に対し、参加目的以外に利用（複製・転載・改変・編集・再

配布・譲渡・撮影・録音・配信などを含む）する行為。 

３：県協会または他の参加者を含む第三者の名誉・信用・著作権などの知的財産権、肖像

権、プライバシーなどを侵害すること。 

４：オンライン参加に伴う一切の違法行為、嫌がらせ（SNS や各種ホームページサイト上で

県協会・参加者などへの誹謗中傷や嫌がらせの書き込みなども含む）等の不良行為の

他、公序良俗に反する行為、オンライン座談会の運営を妨げること。 

  

岡山県精神保健福祉士協会ホームページＵＲＬ  

https://psw-okayama.wixsite.com/psw01 

（会員ページ パスワード：okym_psw） 



≪ソーシャルワーカーデー実行委員会より≫ 

 

前回の通信で、ソーシャルワーカーデー実行委員会のメンバーを募集したところ、２名の方

からお申し出いただき、今期から実行委員会に参加して下さることになりました。ありがとう

ございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ソーシャルワーカーデーinおかやま２０２１ 活動報告 

２０２１年９月２５日に、岡山県社会福祉士会・岡山県医療ソーシャルワーカー協会・岡山

県精神保健福祉士協会の３団体の主催及び日本ソーシャルワーク教育学校連盟中国四国

ブロック協賛で「ソーシャルワーカーデーinおかやま２０２１」を開催しました。 

今年度は岡山県内で福祉について学ぶ大学生を対象に、『ソーシャルワーカーの醍醐味

お話しします』というテーマで、各会からの発表者５名によるリレートークを Zoom で行いまし

た。精神保健福祉士協会からは実行委員である河田病院の梶原さんと私が登壇させていた

だきました。 

各職域におけるソーシャルワーカーの業務や体験談、ソーシャルワーカーとして大切にし

ていることなど、現場で働いている人ならではの内容を発表しました。当日は、約１８０名の

学生さんに参加していただきました。発表する上で、ソーシャルワーカーとしての自分の仕

事を振り返ることができました。その上で、リレートークをして、ソーシャルワークについて学

んでいる人たちに少しでも良い影響を受け取ってもらったと思っています。 

ソーシャルワーカーはこれからも社会にとって大事な役割を担っていくと思います。このリ

レートークを受けてソーシャルワーカーを目指す方が増えることを期待しています。最後に、

当日参加いただきました皆様に、感謝申し上げます。 

ソーシャルワーカーデー実行委員 

岡山市保健所 伊達政寛 

 

 

  

慈圭病院 濵田晃平さん 

川崎医療福祉大学 

子ども医療福祉学科 

松本優作さん 

≪法人化検討ワーキンググループについて≫ 

岡山県精神保健福祉士協会は、会員数の増加、財務管理等の課題から、近年総会等でも

法人化に関するご意見を頂いておりました。理事会でも協議を続け、この度、ワーキンググル

ープを立ち上げ、活動していくこととしましたので、ご案内致しますとともに、ワーキンググルー

プにご参加いただける方を募集致します。 

 詳しくは、ホームページに掲載されている案内をご覧ください。 



新入会員を紹介します！！ 

紙面での新入会員の紹介も２回目となりました。今回も、今年度新たに入会して下さったフ

レッシュな方々を紹介します。何かと動きにくい日々ですが、紙面を通して、横のつながり作り

をしていけたらいいですね。 

【名前】 柿木望緒 

【所属】 山陽病院 外来部 

【趣味】 旅行、バレーボール 

【目標】 患者さまやご家族様へ真摯に向き合い、きちんとアセスメ 

ントを行い、社会資源を広く活用･開発しながら支援して

いける精神保健福祉士になりたいと思っています。 

【一言】 日々の業務や研修等、精一杯取り組んでまいります。 

よろしくお願い致します。 

【名前】 小林 真理子 

【所属】 倉敷仁風ホスピタル 

【趣味】 インテリア雑貨集め、カフェ巡り 

【目標】 私は患者様の課題や取り巻く環境を全体的に見つめつつ、 

その方の視点を持ち寄り添うことができる精神保健福祉士に 

なりたいと考えています。患者様の日々変わっていく思いを 

見逃さずキャッチできるよう、毎日の関わりを大事にしたいです。 

【一言】 今年度入職いたしました。基礎コース研修では多くのことを 

吸収し、また、多くの方とのつながりができたらと思います。 

よろしくお願いいたします。 

【名前】  藤井 真弥 

【所属】  岡山市こころの健康センター 

【趣味】  子育て/公園巡り 

【目標】 きちんと寄り添え、地域資源を上手く使えるようになる。 

【一言】 育休から開けて、再度入会させていただきました。今年  

度から、こころの健康センターで東区と地域移行を担当さ

せていただいております。皆さまにお知恵を借りながら、支

援していきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪理事会の報告≫ 

 開催日時：２０２１年９月２４日（金） １９：００～２１：００ 

 開催場所：（オンライン） 

 出席者：河合・中山・横山・正岡・木本・矢木・奥田・牧野・堀家・春名・黒岡・谷口（敬称略） 

 協議内容（概要） 

〇研修について（全体・基礎コース・基幹研修）  〇自殺防止対策事業について 

〇Ｚｏｏｍ運用について                 〇県協会ホームページについて 

〇災害対策委員より                   〇日本協会の動き 

〇会員情報について：入会・退会希望者・会員情報の変更   

〇派遣・推薦・後援・周知依頼について       〇Zoom座談会について 

〇法人化ワーキンググループについて       〇その他 

≪事務局からのお知らせ≫ 
 

① 会員情報（氏名・所属先・郵送先など）の変更がある方は、ホームページの「入退会届、

変更届について」から変更届をダウンロードし、早めに事務局へ FAX・郵送・持参してくだ

さい。ダウンロードが難しい方は事務局にご連絡ください。電話のみでの変更は受け付

けておりませんので、変更届の提出をお願い致します。 

なお、退職・異動などで連絡が届かない状況になっている方もおられます。変更・退会届

が提出できていないと思われる方がおられる場合は、把握されている方からの連絡もお

受けしておりますので、ご協力をお願いします。 

 

② 令和３年度の県協会会費（年会費２，０００円）について、振込がまだの方は、早めの入

金をお願い致します。なお、会員が複数おられる機関は、払込書に納入者全員の氏名を

フルネームで記載していただきますようお願いします。 

 

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） 

 

③ 令和２年度の県協会会費の納入ができていない方は、同じく上記口座への振り込みをよ

ろしくお願いします。また、二重払いとなる方がおられますので、未納の心配がある方は

事前に事務局にお問い合わせいただけると助かります。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。 

 

④ 新入職員など入会を考えておられる方がおられましたら、入会届と併せて、メーリングリ

ストへの登録も行うよう声掛けをお願いします。なお、メーリングリスト登録についてもホ

ームページに記載していますのでご確認ください。 

 

岡山県精神保健福祉士協会 事務局 

〒７００-０９１５  岡山県岡山市北区鹿田本町３－１６ 

岡山県精神科医療センター 相談室内 （担当：牧野・黒岡・谷口・白川） 

TEL（０８６）２２５－３８２１ ／ FAX（０８６）２３４－２６３９ 

e-mail：psw-ok＠r3.dion.ne.jp 

 


