
参加中学校
募集！

静岡県社会福祉人材センター
イメージキャラクター「ふくしんぼうし」

平成30年度 「福祉の仕事」出前講座

  お申込み方法 裏面「申込書」に記入の上、ファクスにて御送信ください。
 ＦＡＸ送信後、到着確認のため必ず下記までお電話ください。
 お申込・お問合せ先／〒420-0856　静岡市葵区駿府町1-70
 （福）静岡県社会福祉協議会 静岡県社会福祉人材センター
 TEL 054-271-2110　FAX 054-272-8831

●セミナー内容： 社会福祉士や介護福祉士、福祉事業所施設長、人材養成施設の教員などが講師となり、
  「福祉の仕事」の具体的な内容や必要となる資格、将来性などについて分かりやすくお話し
  ます。また、実際に働いている若手の職員から仕事を選んだきっかけや仕事の楽しさ、面白
  さなどについて体験談をお話しします。
●対　　　象： 静岡県内の中学校の生徒
●開 催 時 期： 平成30月4月1日～平成31年2月28日まで　※随時受付
●開 催 形 態： クラス単位、２クラス合同、学年単位、希望者を集めてなど御要望に応じます。選択コースや
  部活動単位、職業講話の中の福祉分野の講座としても受け付けています。
●費 用 負 担： 無料

◆ 講   話 「福祉・介護ってどんな仕事？」 … 35分
 ◎福祉の仕事ってどんな種類があるの? 仕事内容は？　◎どんな資格が必要なの?  等

◆ 現場で働く先輩のお話 「福祉の職場で働く魅力」 … 15分
 ◎どうして福祉の仕事を選んだの？　◎仕事のやりがいは？ 楽しいところ、大変なところは？  等
※お申込後、打合せをさせていただき、講義内容等について御要望を伺います。また、セミナー後に福祉施設への職場体験を予定している学
校は、訪問施設をお伝えください。訪問施設の職員の方に「現場で働く先輩のお話」としてお話してくださるよう調整させていただきます。

NO.     市町　  　　　　　　  学校名　　　　  　　　対象学年

 1 森町　　 森町立泉陽中学校 1

 2 浜松市 　　浜松市立都田中学校 3

 3 磐田市 　　磐田市立神明中学校 3

 4 静岡市 　　常葉学園中学校 1～3

 5 森町　　 森町立旭が丘中学校 1

 6 磐田市　 磐田市立向陽中学校 3

 7 浜松市 　　浜松市立引佐南部中学校 3

 8 富士宮市 富士宮市立富士宮第四中学校 1

 9 浜松市　 浜松市立西部中学校 2

10 沼津市　 沼津市立片浜中学校 1

11 掛川市 　　掛川市立原野谷中学校 1～3

 12 御前崎市 御前崎市立浜岡中学校 1

13 沼津市　 沼津市立第二中学校 3

14 湖西市 　　湖西市立白須賀中学校 1

15 島田市　 島田市立北中学校 1～3

16 島田市  島田市立金谷中学校 2

17　 磐田市  磐田市立磐田第一中学校 1

NO.     市町　  　　　　　　  学校名　　　　  　　　対象学年

平成29年度 「福祉のお仕事魅力発見セミナー」 実施校一覧

 18　  袋井市 　　袋井市立袋井南中学校 3

19 　 浜松市   浜松修学舎中学校 1

20　 浜松市   浜松市立東部中学校 2

21　 裾野市   裾野市立須山中学校 1・2

22　 磐田市   磐田市立福田中学校 3

23　 沼津市   沼津市立第一中学校 3

24　 沼津市   沼津市立長井崎中学校 1

2 5　 浜松市   浜松市立新津中学校 1

26　 菊川市   菊川市立岳洋中学校 1

27　 御殿場市  御殿場市立西中学校 1

28　 静岡市   静岡英和女学院中学校 3

29　 沼津市   沼津市立門池中学校 1

30　 清水町   清水町立清水中学校 1

3 1　 島田市   島田市立島田第二中学校 1

32　 清水町   清水町立南中学校 1

33　 焼津市   焼津市立大井川中学校 1

34　 湖西市   湖西市立新居中学校 1

プログラム内容　（例：50分授業の場合）

福祉の仕事に興味がある生徒さん、近隣の福
祉施設で職場体験をしてみませんか？参加費
無料・ボランティア保険の加入から事業所と
の連絡調整まで人材センターが行います。

福祉のしごと学び体験ツアー
県内の中高生・保護者・教員を対象に、福祉
施設の見学・福祉体験ができる無料バスツ
アーを夏休みに開催！

体感！実感！福祉の職場体験

平成29年度に行われた実施校の感想

命の尊さ、様々な別れの仕方が
あることを改めて感じました。現
代社会において福祉に関する仕
事の需要はさらに高まりつつあり
ます。少子化に伴い様々な課題が
ありますが、今の中学生が大きな
働き手となって一人でも多くの子
が高齢者に優しく接し、協力しな
がら生きていく社会を創り上げて
いってほしいと願います。

福祉の現場で大切にしている想
い、工夫などを生の声で伝えてい
ただくことで生徒たちの福祉への
関心が高まったと思います。

「福祉関係の仕事」につ
いて、どういう人がどう
いう心意気で仕事に取
り組んでいるのか、どう
したらその職に就けるか
など丁寧にお話ししてい
ただきました。

お年寄りへの見方が変わり
ました。バスの中や歩いて
いる時、困っている人がい
たら助けたいと思います。

自分の体験談などを元に、協力
性・積極性等、様々なテーマにつ
いて話していただき、とても参考
になりました。また、介護の仕事
に就くには様々な努力をしなけ
ればいけないことも学びました。

楽しい、きれいな面だ
けでなく、つらい事、
大変なことも伝えてく
ださったのでとても勉
強になりました。

先生

中学生

静岡県社会福祉人材センターとは、社会福祉法に
基づき福祉人材確保のために静岡県知事の指定を
受けて静岡県社会福祉協議会に設置されている公
的な機関です。保育士・保育所支援センターを併設
しています。

●就職相談　●就職あっせん
●職業紹介　●求人情報の提供
●保育士・保育所支援センター事業
　　　　　　　　　　　　など

●お申込・お問合せは
静岡県社会福祉人材センターまで TEL  054-271-2110

福祉の仕事をめざすあなたへ　お問い合せはお近くの窓口へ
福祉の仕事に就職を希望する方々の相談窓口を開設しています。

静岡県社会福祉人材センター
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合社会福祉会館「シズウエル」3F
TEL 054-271-2110
FAX 054-272-8831
毎週 月～金曜日　8：30～17：00

静岡県社会福祉人材センター  東部支所
〒410-0801 沼津市大手町1-1-3
沼津商連会館ビル2F（旧ニチイビル）
TEL 055-952-2942
FAX 055-952-2943
毎週 月～金曜日 8：30～12：00、13：00～17：00

浜松市福祉人材バンク
〒432-8035 浜松市中区成子町140-8
浜松市福祉交流センター3F
TEL 053-458-9205
FAX 053-453-0716
毎週 月～金曜日　8：30～17：00

福祉人材センターとは？


