
平成２７年度　　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師名

4月7日 火 愛媛銀行 認知症サポーター養成研修 近藤　誠

4月14日 火 在宅介護支援センター安寿荘 認知症の理解、私たちができること 森川　隆

4月15日 水 西予市老人福祉施設協議会 笑いヨガ 丹下　隆清

4月21日 火 砥部町中央公民館 安心な老後設計について 森川　隆

5月20日 水 松前町保健福祉部保険課 認知症状態にある人の気持ちを知ろう 井上　和弘

5月22日 金
松山市シルバー人材センター
北条福祉事務所

｢気づき」を「築き」に変えて人間関係を
豊かにしましょう

亀岡　さちこ

5月22日 金 大洲市高齢福祉課 認知症について 森川　隆

5月25日 月 生活協同組合コープえひめ 認知症の理解とコミュニケーション 井上　和弘

5月27日 水 伊予銀行
認知症およびサービス介助知識を深める
セミナー

近藤　誠

5月30日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

高齢者とのコミュニケーション 金田　由美子

5月30日 土 伊方町精神保健ボランティア ボランティアは健康の秘薬 日野　利德

6月3日 水 ふれあいサロン久万ノ台 「足の健康」ウォーキングを学ぼう
～年齢を重ねても歩く事が出来る様に～

御堂　正江

6月6日 土 傾聴ボランティアひだまり 認知症の方への関わり方 金田　由美子

6月11日 木 愛媛県食生活改善推進連絡協議会
認知症をサポートする　～基本的理解と心構え～
（認知症サポーター養成講座）

吉木　邦子

6月11日 木 内子町グループホーム連絡会 認知症になっても地域で安心して暮らすために 森川　隆

6月12日 金 新居浜市社会福祉協議会 コミュニケーションと接遇について 金田　由美子

6月17日 水 伊予銀行
認知症およびサービス介助知識を深める
セミナー

近藤　誠

6月18日 木
松山市地域包括支援センター
小野・久米地区

認知症の方とのかかわり方 金田　由美子

6月20日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

認知症の方への関わり方 森川　隆

6月21日 日
愛媛県福祉レクリエーション研究会
ネットワーク

リンパドレナージ 後藤　友美

6月24日 水
松山市社会福祉協議会
いきがい交流センターしみず

生前整理を始めませんか？ 吉岡　尚美

6月24日 水 新居浜市要介護者家族の会 エンディングノート
～最期まで「自分らしく生きること」を支えるために～

森川　隆

6月25日 木 松山市地域包括支援センター北条 ストレスケアについて 井上　和弘

6月26日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会 デイサービスの個別機能訓練加算について 藤田　健次

6月26日 金 株式会社お茶屋の里 接遇について 河野　久美子

6月27日 土 伊予銀行
認知症およびサービス介助知識を深める
セミナー

近藤　誠

6月28日 日 グループホームファミール桑原 これで安心、家族と帰ろう
～帰省時、家族が不安にならないために～

金田　由美子

6月29日 月 今治市社会福祉協議会宮窪支部 地域でいきいき！ボランティア活動！
～ボランティアは健康の秘薬～

日野　利德

6月29日 月 小規模多機能ホームゆうゆう 認知症サポーター養成講座 小椋　真吾

6月30日 火 伊方町保健介護課 介護相談員と事業所のあり方について 金田　由美子

7月9日 木 更生保護女性会土居田支部 認知症の方への関わり方
～心に届く声かけの工夫～

金田　由美子
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平成２７年度　　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師名

7月10日 金 新居浜市訪問介護事業所職員連絡会 お薬との上手な付き合い方 縄田　幸裕

7月14日 火 桑原地区独居高齢者みまもり員協議会 基礎的介護実習講座 金田　由美子

7月14日 火 久万高原町社会福祉協議会 遊びリテーション 金田　由美子

7月14日 火
松山市シルバー人材センター
北条福祉事務所

認知症について 杉本　詠二

7月15日 水 八幡浜市立白浜地区公民館 介護予防講座 金田　由美子

7月15日 水 城北地区ケアマネージャー定例会
（代表：在宅介護支援センター安寿荘）

高齢者の人権について考えよう 杉本　詠二

7月15日 水
大洲市高齢福祉課
地域包括支援センター

福祉用具に関すことについて 金田　由美子

7月18日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

介護実技教室　～腰を痛めない介助～ 金田　由美子

7月21日 火
愛南町ふれあいサロン
にこにこサークル

笑いヨガ 丹下　隆清

7月22日 水 松山市地域包括支援センター中島 毎日の食事と健康寿命について 松本　孝子

7月23日 木 デイサービスセンター五明苑 老後を健康に過ごすために 金田　由美子

7月23日 木 えひめ医療福祉従事者連絡会つどい 在宅生活に活かせる介護技術 古田口　真

7月24日 金 株式会社ダスキン椿
ホームインステッド松山余土ステーション

寝たきりにならないための介護体験
～起きる・座る・立ち上がる～

金田　由美子

7月28日 火 地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

介護におけるコミュニケーション 井上　和弘

7月29日 水 愛媛医療生活協同組合松前支部 笑いヨガを習って笑顔になろう！ 丹下　隆清

7月29日 水 今治市社会福祉協議会宮窪支部 老いても安心して楽しく暮らせる町づくり
～地域で老いて、地域で支え合うために～

中矢　暁美

8月1日 土 在宅介護支援センター安寿荘 からだの底力を上げよう!!
～骨盤底筋トレーニングで尿漏れ予防～

川口　みどり

8月5日 水 東温市社会福祉協議会 食中毒予防と高齢者に適した食事 松本　孝子

8月5日 水 公立学校共済組合愛媛支部 すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

8月6日 木
まつやまファミリー・サポート・
センター

高齢者の声かけ＆コミュニケーション 金田　由美子

8月9日 日 愛南町社会福祉協議会 介護技術「排泄介助」
～オムツの当て方、排泄介助に伴う体位変換等について～

金田　由美子

8月10日 月 松山市地域包括支援センター西地区 接遇研修
～言葉は大切、相手の立場になった時～

金田　由美子

8月17日 月 上島町地域包括支援センター みんなで楽しむレクリェーション 金田　由美子

8月18日 火 愛媛県研修所
認知症サポーター養成研修
（新規採用職員研修）

秋山　昌江

8月19日 水 日本旅館協会愛媛県支部 認知症等について 金田　由美子

8月19日 水 愛媛医療生活協同組合松前支部 笑いヨガを習って笑顔になろう！ 丹下　隆清

8月19日 水 大洲市高齢福祉課 薬の管理について 縄田　幸裕

8月21日 金
今治市地域包括支援センター
北郷・大西・菊間

介護支援専門員のメンタル・ケアについて 森川　隆

8月21日 金 公立学校共済組合愛媛支部 すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

8月25日 火 愛媛県研修所
認知症サポーター養成研修
（新規採用職員研修）

秋山　昌江

8月28日 金 今治市大西地区民生児童委員協議会 認知症の方との関わり方 森川　隆
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日　付 曜日 主催者 講座名 講師名

9月1日 火 愛媛県研修所
認知症サポーター養成研修
（新規採用職員研修）

秋山　昌江

9月1日 火
有限会社リハビリステーション
みかん

認知症について 森川　隆

9月2日 水 地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

介護のあり方　～他人事でない介護～ 金田　由美子

9月4日 金 西条市在宅介護支援センター光風館 異常時の早期発見について 金田　由美子

9月4日 金 西予市野城総合福祉協会 認知症サポーター養成講座
～認知症を学び地域で支えよう～

畝本　幸男

9月5日 土 小野地区社会福祉協議会 エンディングノート 森川　隆

9月5日 土 大洲市八多喜公民館 メイクセラピー 三好　美香

9月7日 月 宇和島赤十字奉仕団 生き活きした暮らしを支えるために 金田　由美子

9月9日 水 東予地区老人福祉施設協議会
（代表：今治市社会福祉協議会デイサービスセンター朝倉）

認知症の方の理解とケアの仕方（講座）
認知症の方もできるレクリエーション（実技）

金田　由美子

9月11日 金 伊予市ボランティア連絡協議会
ボランティア活動をする際に役立つ
コミュニケーションスキル

河野　久美子

9月11日 金 伊予市高齢者家庭相談員全体研修会
（事務局：伊予市社会福祉協議会）

閉じこもりがちな高齢者を引き出すテクニック 金田　由美子

9月11日 金 今治市社会福祉協議会大三島支部 認知症の早期発見のポイント 森川　隆

9月12日 土 福祉学習久万ノ台 子供たちと地域の高齢者で楽しくあそぼう 久保田　加寿美

9月12日 土
宇和島地域の医療・福祉と市立3病院
を守り充実させる市民の会

介護保険制度について知りましょう 矢川　ひとみ

9月18日 金 今治市社会福祉協議会伯方支部 認知症と介護について 森川　隆

9月24日 木 石井西地区社会福祉協議会 認知症の理解とその方との関わり方 金田　由美子

9月25日 金
松山市シルバー人材センター
女性部会福祉サービス班

すぐに役立つ介護講座　～介護とは何か～ 金田　由美子

9月25日 金 今治市社会福祉協議会吉海支部 笑いヨガ 丹下　隆清

9月26日 土 西予市地域包括支援センター 元気をつくる秘訣 金田　由美子

9月27日 日 ユーミーケア山越 認知症の予防について 小椋　真吾

9月28日 月 東予地区老人福祉施設協議会
（代表：亀天会）

成年後見制度について 山本　豪

9月29日 火
とうおん健康づくりの会
「とびっきり笑顔の会」部会

すぐに役立つ介護講座
～生き活きした暮らしを支える～

金田　由美子

9月29日 火 伊予市社会福祉協議会 サロンで活かせる笑いヨガ 丹下　隆清

9月30日 水 今治市社会福祉協議会宮窪支部 笑いヨガで心も体もリフレッシュ 丹下　隆清

9月30日 水 西予市立宇和中学校
（世話人：西予市社会福祉協議会）

認知症の方の気持ちの理解と関わり方について 杉本　詠二

10月1日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 「寝たきり」は作られる 金田　由美子

10月2日 金 高津連合自治会 認知症を早く見つけるためには、予防について 森川　隆

10月2日 金 松山市立湯山中学校 ハンドマッサージケアについて 後藤　友美

10月4日 日 愛南町社会福祉協議会 認知症の方への関わり方 金田　由美子

10月5日 月 西予市地域包括支援センター 在宅におけるターミナルケアの実際 永井　康徳

10月6日 火
内子町教育委員会
五十崎自治センター

介護される高齢者と人権 金田　由美子
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10月9日 金 高津連合自治会 認知症を早く見つけるためには 森川　隆

10月11日 日 今治市社会福祉協議会朝倉支部 からだと心を癒すアロマテラピー 石井　美香

10月16日 金 八幡浜市立双岩地区公民館 介護予防・認知症ケア 金田　由美子

10月17日 土 愛媛県介護福祉士会 ひもときシートの活用研修
～認知症の行動心理症状の理解～

小椋　真吾

10月21日 水 ふれあいサロン久万ノ台 簡単アロマケア　ハンドトリートメント
～手軽に出来る簡単マッサージ～

石井　美香

10月21日 水
ベストケア・デイサービスセンター
しまなみ

今日から始める認知症予防 小椋　真吾

10月22日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 認知症の理解と関わり方 金田　由美子

10月23日 金
松山市シルバー人材センター
女性部会福祉サービス班

すぐに役立つ介護講座　～認知症高齢者のケア～ 金田　由美子

10月23日 金 マッサージせとか
認知症の方に対してのコミュニケーションの
取り方

小椋　真吾

10月24日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

感染症の予防と対応について 吉木　邦子

10月27日 火 伊予市民生児童委員協議会 民生児童委員のメンタルヘルスについて 森川　隆

11月10日 火 東予地区老人福祉施設協議会
（代表：今治市社会福祉協議会デイサービスセンター宮窪）

高齢者の緊急時対応 加地　弘明

11月11日 水 愛南町社会福祉協議会 介護のあり方とコミュニケーションについて 金田　由美子

11月11日 水 今治市社会福祉協議会朝倉支部 生前整理を始めませんか？ 吉岡　尚美

11月13日 金 デイサービスセンター五明苑 認知症の人との関わり方 金田　由美子

11月13日 金 清水地区社会福祉協議会
座ったままで姿勢改善、楽々簡単エクササイズ
で体すっきり

川口　みどり

11月13日 金 新居浜市社会福祉協議会 ストレス解消法　～メンタルケア～ 野本　ひさ

11月17日 火 伊方町中央公民館 介護ストレス解消法 金田　由美子

11月18日 水
松山市社会福祉協議会　いきがい交流
センターしみず

生前整理を始めませんか？ 吉岡　尚美

11月18日 水
大洲市高齢福祉課
地域包括支援センター

在宅での看取りについて 一井　美哉子

11月19日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 介護保険制度を知ろう 矢川　ひとみ

11月20日 金 大洲市高齢福祉課 接遇について
～原点に戻ってベテランの人も新人の人も一緒に学ぶ～

亀岡　さちこ

11月20日 金 愛南町社会福祉協議会 認知症についての理解 森川　隆

11月20日 金 伊方町老人クラブ連合会三崎支部 笑いヨガで楽しく一緒に笑って健康に！ 丹下　隆清

11月26日 木 今治市社会福祉協議会上浦支部 笑いヨガ 丹下　隆清

11月27日 金
西予総合福祉会
福祉の里デイサービスセンター

認知症の理解を深め、認知症の方への適切な
援助方法を知る　（認知症サポーター養成講座）

小椋　真吾

11月28日 土
介護老人保健施設アンビション
うちこ園

すぐに役立つ介護講座　～生活リハビリとは何か～ 金田　由美子

12月7日 月 内子町グループホーム連絡会 認知症介護現場に笑顔を
～みんなで笑って楽しく暮らす～

丹下　隆清

12月7日 月 今治市高齢介護課地域包括支援室 認知症の方への対応、支援について 森川　隆

12月10日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

12月11日 金
大洲市高齢福祉課
地域包括支援センター

薬の基礎知識について 縄田　幸裕
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12月14日 月 今治市社会福祉協議会伯方支部 認知症予防ゲーム 丹下　隆清

12月15日 火
松山市シルバー人材センター
北条福祉事務所

笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

12月15日 火 地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

二人称のケア 井上　和弘

12月16日 水 愛媛県高齢者大学校（文芸） すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

12月16日 水 グループホームやわらぎ川内 認知症を知って予防しよう！ 小椋　真吾

12月17日 木 愛媛県中予保健所 認知症への理解とサポートの心得
～栄養ケアの充実のために～

吉木　邦子

12月21日 月 新居浜市地域包括支援センター コミュニケーションの取り方 金田　由美子

12月22日 火 西予市福祉事務所 高齢者とのコミュニケーションについて 金田　由美子

12月22日 火 HITO病院　在宅医療連携拠点センター 清潔保持に関する実技指導　～清拭、洗髪等～ 守谷　理佐

1月6日 水 愛媛県高齢者大学校（陶芸） すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

1月12日 火 伊方町社会福祉協議会 接遇とコミュニケーション 河野　久美子

1月14日 木 今治市社会福祉協議会伯方支部 笑いヨガで元気になる 丹下　隆清

1月15日 金 今治市連合自治会社会福祉部会 よりよく生きる地域づくり 金田　由美子

1月18日 月
西条市社会福祉協議会
在宅介護支援センター

介護者のストレス解消法 森川　隆

1月20日 水 愛媛県高齢者大学校（園芸） すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

1月20日 水
愛媛県地域密着型サービス協会
（南予地区）

スタッフ間のコミュニケーション
人材育成・離職しないために

森川　隆

1月21日 木 松山市地域包括支援センター西地区 成年後見制度について 山﨑　元昭

1月22日 金 愛媛県保健福祉部 すぐに役立つ介護講座
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修）

金田　由美子

1月22日 金 愛・民家連 ひもときシートの活用について 小椋　真吾

1月23日 土 松前町社会福祉協議会 介護技術を学ぼう 金田　由美子

1月28日 木 西条市老人クラブ連合会 生活習慣病について 吉木　邦子

1月28日 木 特別養護老人ホーム法正園 認知症の理解とコミュニケーション 井上　和弘

2月1日 月 愛媛県総務部 認知症サポーター養成研修
（退職者介護実践セミナー）

吉木　邦子

2月3日 水 愛媛県保健福祉部 すぐに役立つ介護講座
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修）

金田　由美子

2月5日 金 地域事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

介護実技講習 守谷　理佐

2月6日 土 愛媛県作業療法士会 認知症サポーター養成研修 藤田　健次

2月8日 月 愛媛県総務部 認知症サポーター養成研修
（退職者介護実践セミナー）

吉木　邦子

2月10日 水 愛媛県保健福祉部 すぐに役立つ介護講座
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修）

金田　由美子

2月12日 金
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

認知症の早期発見のポイント 金田　由美子

2月13日 土
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

訪問介護職員の接遇の確保・倫理及び法令順守
について

亀岡　さちこ

2月15日 月 ベルモニー葬祭松山 今日からできる認知症の予防について 小椋　真吾
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平成２７年度　　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師名

2月16日 火 今治市社会福祉協議会大三島支部 高齢者の食事について 佐藤　光子

2月18日 木 伊方町中央保健センター
認知症の予防と正しい理解、対応
について

金田　由美子

2月18日 木 愛・民家連 ひもときシートの活用について 小椋　真吾

2月19日 金
松山市地域包括支援センター
社会福祉士部会

成年後見制度について 山﨑　元昭

2月19日 金 八幡浜市地域包括支援センター 認知症ケアについて
～認知症の原因と症状、関わり方のコツ～

金田　由美子

2月23日 火 松山看護専門学校 介護の役割 金田　由美子

2月24日 水 東予地区老人福祉施設協議会
（代表：特別養護老人ホーム亀天荘）

高齢者における急変時 吉木　邦子

2月26日 金
松山市シルバー人材センター
女性部会福祉サービス班

からだにいい食事・調理実習 松本　孝子

2月26日 金 伊方町中央保健センター
認知症の予防と正しい理解、対応
について

金田　由美子

3月1日 火 西予市社会福祉協議会 エンディングノート
～最期までその人らしく生きることを支えるために～

森川　隆

3月1日 火 上島町教育委員会魚島支所 認知症高齢者のケアについて 金田　由美子

3月2日 水 松山市地域包括支援センター北条 遊ビリテーション 久保田　加寿美

3月3日 木 宇和島市社会福祉協議会吉田支所 認知症について 金田　由美子

3月3日 木 玉津校区老人クラブ連合会 生活習慣病について 吉木　邦子

3月8日 火 今治市上浦支所
認知症の早期発見のポイントと、認知症を抱える
家族への接し方

金田　由美子

3月8日 火 特別養護老人ホーム梅本の里 個浴の正しい技術 金田　由美子

3月10日 木 西予市社会福祉協議会宇和支所 介護ストレスの解消法 森川　隆

3月11日 金 今治市社会福祉協議会大三島支部 認知症の方とその家族を地域で支えるために 森川　隆

3月11日 金 松前町社会福祉協議会
閉じこもりがちな高齢者を引き出すテクニック
について

金田　由美子

3月13日 日 今治市社会福祉協議会朝倉支部 認知症と共に生きる、私たちのまちづくり 金田　由美子

3月14日 月 今治市社会福祉協議会吉海支部 なるほど！なっとく介護（認知症ケア等） 三好　春樹

3月15日 火 東温市地域包括支援センター 地域で認知症の方を支えるために 森川　隆

3月18日 金 在宅介護者の会（西条市丹原町） 安心な老後設計について 森川　隆

3月23日 水 障害者支援施設　大洲育成園 接遇マナー研修会
サービスの質の向上を目指して

森川　美恵子
信田　基

3月23日 水 デイサービス民家　あすなろ 認知症の方へのレクリエーション法 金田　由美子

3月24日 木 JAおちいまばり女性部大西支部 認知症予防笑いヨガ 丹下　隆清

3月25日 金 永木ふれあいサロン 脳と体を動かして認知症を予防しよう 小椋　真吾

3月30日 水 伊予市赤十字奉仕団 笑いヨガ 丹下　隆清
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