
 

令和 4年 7月 22日 

 

全国社会福祉法人経営青年会 

北海道・東北ブロック 会員 各位 

岩手県社会福祉協議会 

岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会 

代表幹事  野 田 大 介 

（公印省略） 

 

令和 4年度 全国社会福祉法人経営青年会． 

「北海道・東北ブロックセミナー」の開催について（変更） 

 

盛夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より当会の活動に対しまして、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 4年 7月 8日付けでご案内差し上げておりました「北海道・東北

ブロックセミナー」ですが、現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況を受

け、ハイブリット方式から完全オンライン方式へ変更することと致しました。 

会場での参加をご検討されていた方につきましては、大変申し訳ございませ

んが、オンライン方式にてお申込み頂きますよう、お願い致します。 

なお、セミナーの内容については変更等ございませんので、関係する職員の

参加について、引き続きご配慮いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

１． 日  時 令和 4年 8月 26日（金）13時 00分から 

 

２． 開催方法 オンライン 

 

３． そ の 他 詳細については、別紙開催要項のとおり 

 

 

【問い合わせ先】 

岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会 

事務局 熊谷 剛（みちのく協会） 

TEL：0195‐78‐2455 

E－mail: fujumiso@rnac.ne.jp 



 

令和４年度 全国社会福祉法人経営青年会 

北海道・東北ブロックセミナー 

「公益・非営利法人としての社会福祉法人の可能性の追求と地域活性化について」 

実施要項 

 

１ 趣旨 

社会福祉法人改革から６年が経ち、地域における公益的な活動が提供されています。その活動は、

多岐にわたり、各社会福祉法人が工夫しながら実践しているのが現状です。しかしながら、特色があ

る取り組みをおこなっている法人は未だ少ない傾向があります。そこで、社会福祉法人の役割である

「公益」「非営利」を実践しつつ、地域活性化や他業種とのコラボレーションなど、特色がある取り組

みを知り、その手法・考え方を学ぶことを目的に開催いたします。 

今回は、障がい福祉と Jリーグチームとの連携を通して、障がい者福祉の見える化を実践されてい

る社会福祉法人来島会（愛媛県今治市）と、福祉施設を「学校」と称して、生涯学習の視点を打ち出

し、共育の展開をおこなっている社会福祉法人ライフの学校（宮城県仙台市）の実践を学びます。  

どちらの実践も、先駆的で且つ示唆に富んだ取り組みです。この機会に、両法人の実践を学ぶととも

に、当事者の想いを感じ取り、参加者それぞれが実践に向けて模索していきたいと考えております。 

２ 主催 

  北海道・東北ブロック社会福祉法人経営青年会 ／ 岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会 

３ 日時 

令和４年８月２６日（金） 

４ 会場 

  オンライン 

５ 対象 

 (1)  全国社会福祉法人経営青年会会員 

（2） 地域密着で事業展開を考えている 50歳未満の社会福祉法人役職員 

（3） 社会福祉法人の事業に興味がある岩手県内の大学生・専門学校生等 

（4） その他、地域活性化に興味がある地域関係者 

６ 定員 

  ５０名（オンライン定員） 

  ※ 大幅な定員超過がある場合は、参加人数を調整する場合があります。 

 

７ 参加費 

  全国青年会会員 ３，０００円 

   〃  非会員 ５，０００円 

  学生      無料 

 

８ 参加費の振込先 

 受講決定通知書が届き次第、下記口座へ送金お願いします。 

送金先：北日本銀行 平舘（たいらだて）支店 普通預金 ７０４７４３９ 

口座名義 岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会 代表幹事 野田大介 

  期 限：令和４年８月１９日（金） 



 

９ 内容 

時間 内容 

13：00 開会あいさつ 

全国社会福祉法人経営青年会北海道東北ブロック 

会長 田中 伸弥  

来賓あいさつ 

岩手県社会福祉法人経営者協議会 

会長 熊谷 茂 様 

13：10～ 

13：30 

（20分） 

【イントロダクション】 

「セミナーの趣旨説明、セミナー受講後の実践に向けて」 

・「公益・非営利法人」としての社会福祉法人に期待すること 

・岩手県青年会事業「Iwate子ども夢基金」の実践を通して、青年会が

実践する地域における公益的な取組について 

説明者：岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会 

     代表幹事 野田 大介 

13：30～ 

14：30 

（60分） 

【セミナー】 

「来島会の地域密着戦略について（仮） 

～サッカー×福祉から地域に出来事の連鎖を起こす～」 

講師：社会福祉法人来島会  

 理事長 越智 清仁 氏 

14：40～ 

14：50 

【全国大会のお知らせ・青年会 PRタイム】 

・全国社会福祉法人経営者協議会全国大会：青森大会 

・全国社会福祉法人経営青年会全国大会：福岡大会 

14：50～ 

15：50 

（60分） 

【セミナー】 

「ライフの学校の地域密着戦略について（仮） 

～365日「いのち」と「暮らし」と「生きる」の 

オープンキャンパス実践～」 

講師：社会福祉法人ライフの学校  

    理事長 田中 伸弥 氏 

15：50～ 

16：20 

（30分） 

【質疑応答＆アイデア出し】 

 講師への質問 

 地域密着実践のアイデアを出しあい、 

 地域活性化を視野に入れた社会福祉法人づくりを、参加者で考え、 

自分たちの実践に繋げます。 

16：30 閉会あいさつ 

全国社会福祉法人経営青年会  

副会長 村木 宏成 

 



 

10 申込方法 

(1) 下記フォーム又はＱＲコードよりお申込み願います。 

申込フォーム : https://forms.gle/6cKfWwMnimR5AF8V7 

 

申込みＱＲコード：   

 

 

(2) 参加者へは後日、受講決定通知書を電子メールにて送付いたします。 

(3) オンライン参加者には、Zoomの IDアカウントをメールにてお知らせします。 

(4) 参加申込締切：令和４年８月１９日（金） 

 

11 個人情報の保護等について 

 (1) 参加申込書に記載された個人情報は、岩手県社会福祉協議会個人情報保護規程に基づいて取り扱

うこととし、本研修会の運営・管理のみに使用します。 

(2) 本研修会の資料として、参加者氏名や施設名等を掲載した名簿を作成し、参加者に配布します。 

 

12 照会先 

  岩手県社会福祉法人経営者協議会青年会事務局（担当：熊谷） 

  〒028-7302 岩手県八幡平市松尾寄木第 11地割 13番 1 特別養護老人ホーム富士見荘内 

   TEL：0195-78-2455 FAX：0195-78-2467 

  E-mail：fujimiso@rnac.ne.jp 

  岩手県社会福祉協議会福祉経営支援部（担当：大崎） 

  〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳 8地割 1番 3 

   TEL：019-637-4482 FAX：019-637-4255 

   E-mail：t-oosaki@iwate-shakyo.or.jp 
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令和４年度北海道・東北ブロックセミナー講師について 

【セミナー①】 

社会福祉法人来島会 理事長 越智 清仁（おち きよひと）氏 40 歳 

愛媛県社会福祉法人経営青年会会長 

〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町二丁目 2 番地 12 

チャレンジド・サポートセンター３F 

 

講師の実践事例 

① FC 今治とのコラボ～サッカー試合時には、障がい者にできることを提供し、試合のお手伝いをおこ

なっている。それだけに留まらず、FC 今治オーナー：岡田氏と連携を取り、新しいスタジアムの中

に、障がい者事業所設立を模索している。 

 

② 全社協事業「ふくし未来塾」ファシリテーター 

現在実施中の「ふくし未来塾」において、ファシリテーターを担い、高い見識と、その実践力が   

評価されている。 

 

③ 日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021 最終プレゼンまで残る！ 

応募総数 472 事業があった日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021 において、1 次審査

通過 20 事業に残り、最終プレゼンまで進んだ企画力！ 

「サッカー×福祉×建築から地域に出来事の連鎖を起こす」 

 

 

 

【セミナー②】 

社会福祉法人ライフの学校 理事長 田中 伸弥（たなか しんや）氏 40 歳 

宮城県社会福祉法人経営青年会会長 

〒984-0838 宮城県仙台市若林区上飯田字天神 1-1 

 

講師の実践事例 

① 社会福祉 HERO’S 2019「ベストヒーロー賞」受賞者！ 

 

② 「いのち」や「暮らし」に触れ、「生きる」ことを学ぶために、地域にひらかれた事業展開が注目を

集めています！～「ふくしの教室」「ライフの先生」「駄菓子屋」等 

 

③ 日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021 最終プレゼンまで残る！ 

応募総数 472 事業があった日本財団みらいの福祉施設建築プロジェクト 2021 において、1 次審査

通過 20 事業に残り、最終プレゼンまで進んだ企画力！ 

「ナミワケ荘 福祉と地域をつなぐ『出張所』」 

 

 

 


