
平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

4月7日 木 医療法人 健康会
すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

4月12日 火 愛媛銀行 認知症サポーター養成研修 近藤　誠

4月13日 水 伊予市 中村地区老人クラブ連合会 高齢者に適した食事について 松本　孝子

4月15日 金 株式会社 百笑一輝
接遇研修
　～言葉は大切、相手の立場になった時～

小椋　真吾

4月18日 月 有限会社 エーゼル 認知症について 小椋　真吾

4月21日 木 小規模多機能型居宅介護 めぐみ
認知症の理解と関わり方
　～最期まで住み続けられる地域作り～

金田　由美子

4月22日 金 伊方町老人クラブ連合会 三崎支部 からだの底力を上げよう!! 川口　みどり

4月22日 金 西条市食生活改善推進協議会 笑いヨガ 丹下　隆清

4月23日 土 電機連合西四国地方協議会 介護について 藤田　健次

5月11日 水 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

5月11日 水 今治市民生児童委員協議会 笑いヨガで心も体もリフレッシュ 丹下　隆清

5月12日 木 有限会社 ユニット・ワン すぐに役立つ介護講座　～介護とは何か～ 金田　由美子

5月13日 金 八幡浜市食生活改善推進協議会
私達の健康は私達の手で！
　～笑いヨガでこころスッキリ　からだイキイキ～

丹下　隆清

5月17日 火 八幡浜市民生児童委員協議会 介護とは何か 金田　由美子

5月18日 水 医療法人 健康会
すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

5月18日 水 地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

ポジショニング講座　～ポジショニング基礎知識～ 守谷　理佐

5月23日 月
すみの見守り・SOSネットワーク
協議会

認知症の基本的理解と対応 森川　隆

5月24日 火 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25日 水 鬼北町民生児童委員協議会 ひきこもり高齢者解消へ向けた関わり方 井上　和弘

5月27日 金 今治市社会福祉協議会 宮窪支部
老いても、安心して暮らすことのできる
地域づくり

森川　隆

5月28日 土 メモリーカフェ事業まごころカフェ
（内子町）

すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

6月1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6日 月 今治市社会福祉協議会　伯方支部
健康の秘訣は笑いから！
　～一人で出来る笑いヨガ～

丹下　隆清

6月8日 水 医療法人 健康会
すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

6月8日 水 大洲市社会福祉協議会
｢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

6月10日 金 東温市教育委員会 バランス診断とタオルを使った体操 塩﨑　定義

6月12日 日 メモリーカフェ事業まごころカフェ
（内子町）

すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

6月15日 水 内子町グループホーム連絡会
認知症の予防とリハビリテーション
　～いつまでも元気に長生きするために～

藤田　健次

6月15日 水 大洲市地域包括支援センター 高齢者とのコミュニケーションについて 河野　久美子

6月16日 木 医療法人 松岡整形外科 コミュニケーションスキル向上研修 小椋　真吾

6月16日 木 東温市地域包括支援センター 認知症ケアについて 森川　隆

6月16日 木 今治市社会福祉協議会 波方支部 サロンで出来るレクリエーション・歌体操 金田　由美子
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

6月17日 金 特別養護老人ホーム ふたば荘
すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

6月21日 火 伊予市上野地区公民館 高齢者に適した食事について 松本　孝子

6月21日 火 地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

ポジショニング講座　～ポジショニング応用編～ 守谷　理佐

6月22日 水 新居浜市要介護者家族の会
自分の意思で最期まで
　～地域で自分らしく生きることを支え合うために～

藤田　健次

6月23日 木 新居浜市通所介護事業所連絡会 認知症について 杉本　詠二

6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

生活リハビリとは？
車イスへの移乗介助、車イスでの移動介助の実技研修

金田　由美子

6月27日 月 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27日 月 新居浜市地域包括支援センター
｢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

6月28日 火 東予地区老人福祉施設協議会
施設職員の心構え
認知症介護の理解と対応

森川　隆

6月28日 火 太陽生命保険株式会社 松山支社 認知症を知り地域をつくる
（認知症サポーター養成講座）

吉木　邦子

6月29日 水
今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川（玉川サイコープラザ）

摂食・低栄養について 松本　孝子

6月29日 水
今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川（朝倉福祉センター）

摂食・低栄養について 松本　孝子

6月30日 木 有限会社 ユニット・ワン
高齢者との関わり方講座
　～一般の高齢者と認知症高齢者～

金田　由美子

7月1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 石井　美香

7月1日 金
松山市地域包括支援センター
小野・久米

認知症の予防について 小椋　真吾

7月2日 土 在宅介護支援センター 安寿荘 備えよう　あなたにも出来る災害対策 髙須賀　紀子

7月3日 日 メモリーカフェ事業まごころカフェ
（内子町）

すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

7月5日 火 今治市社会福祉協議会 大西支部 セラピューティック・ケア 門屋　征洋

7月5日 火 今治市社会福祉協議会 伯方事業所 介護の質を高めるために 森川　隆

7月5日 火 八幡浜市地域密着型サービス連絡会議 水分摂取と脱水時の対応等について 吉木　邦子

7月6日 水 西条市 徳田公民館 内面からも輝いて、永遠にキレイを目指す 三好　美香

7月7日 木 余戸南高齢クラブ 福寿会 笑いヨガ 玉井　千恵

7月7日 木 伊方町社会福祉協議会
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

7月8日 金 西条市社会福祉協議会 中川支部 老いて、生き生き生きるための秘訣 金田　由美子

7月9日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か　寝たきりを作らない介護～

金田　由美子

7月11日 月 医療法人 健康会
すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

7月14日 木 四国中央市社会福祉協議会
災害に備えて　～避難所で心地よく生活するために～
身近なもので工夫できること

中村　登美江

7月14日 木 八幡浜市地域包括支援センター 高齢者とのコミュニケーションの取り方 河野　久美子

7月15日 金 新居浜市社会福祉協議会 認知症の基本的理解と対応　～認知症の方の置かれ
　　　ている状況・背景・不安と混乱の理解～

森川　隆

7月19日 火
すみの見守り・SOSネットワーク
協議会

認知症行動心理症状の理解と対応 森川　隆

7月20日 水 松山市社会福祉協議会 生前整理を始めませんか？ 吉岡　尚美

7月20日 水 鬼北町地域包括支援センター お口のケアについて 阿部　博恵
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

7月21日 木 東温市地域包括支援センター ターミナルケアについて 森川　隆

7月21日 木 今治市社会福祉協議会 伯方支部
はじめてのボランティア講座
　～みんなで一緒に楽しく学ぼう～

森川　美惠子

7月22日 金 今治市社会福祉協議会 宮窪支部 ふれあい支え合いの居場所づくり 福地　民子

7月22日 金 特別養護老人ホーム ふたば荘
すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

7月24日 日 大洲市社会福祉協議会 地域包括ケアシステムとは？ 畝本　幸男

7月26日 火 越智商工会女性部
認知症を早くみつけるためには、予防について
エンディングノート

森川　隆

7月27日 水 アユーラ居宅介護支援事業所 在宅生活に活かせる介護技術 古田口　真

7月28日 木 有限会社 ユニット・ワン 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

7月29日 金
松山市シルバー人材センター
女性部 福祉サービス班

認知症サポーター養成研修 杉本　詠二

7月29日 金 老人保健施設 道後べテルホーム
すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

8月3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3日 水
地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

ポジショニング研修　～応用編～ 守谷　理佐

8月6日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

8月8日 月 医療法人 健康会
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

8月10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10日 水 東温市社会福祉協議会
高齢者の食事に関して
　～調理、食事上の留意点について～

松本　孝子

8月17日 水 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22日 月 新居浜市地域包括支援センター 認知症の理解とコミュニケーション 井上　和弘

8月22日 月 愛媛県教育研究協議会 介護ストレス解消等について 田中　朋子

8月23日 火
今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川（唐子台集会所）

摂食・低栄養について 松本　孝子

8月23日 火
今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川（桜井公民館）

摂食・低栄養について 松本　孝子

8月23日 火 今治市社会福祉協議会 伯方事業所 人間力を高めることが介護の質を高める 森川　隆

8月25日 木 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26日 金
松山市地域包括支援センター
西地区

ストレスマネジメントは自己理解から 田中　朋子

8月26日 金 愛・民家連 認知症の方のための環境づくり 小椋　真吾

8月28日 日 松山協同キリスト教会 婦人会 認知症 小椋　真吾

8月28日 日 西予市社会福祉協議会 よりよく生きるための介護予防・健康づくり 金田　由美子

8月31日 水 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31日 水 老人保健施設 道後べテルホーム
すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

9月1日 木 有限会社 ユニット・ワン 介護者のストレスケア 森川　隆

9月1日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 介護の役割はなにか 金田　由美子

9月2日 金 西予市社会福祉協議会 縁ある暮らしでよりよく死ぬる 池内　大輔
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

9月2日 金 特別養護老人ホーム ふたば荘
すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

9月3日 土 在宅介護支援センター 安寿荘
100歳まで現役エクササイズ
　～元気で外に出掛けよう～

川口　みどり

9月7日 水 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7日 水 西条市在宅介護支援センター 光風館 笑いヨガ 丹下　隆清

9月8日 木 伊予市社会福祉協議会 遊びリテーション
（ふれあい・いきいきサロン世話人研修会）

金田　由美子

9月9日 金 今治市社会福祉協議会 大三島支部 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10日 土 今治市社会福祉協議会 玉川支部 災害時における高齢者への生活支援 髙須賀　紀子

9月10日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

9月12日 月
八幡浜市宮内地区民生児童委員
協議会

すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

9月12日 月 今治市社会福祉協議会 大三島支部
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

9月13日 火 七曲り いろりの場 身近でやさしいアロマテラピー 石井　美香

9月13日 火 大洲市 八多喜公民館 エンディングノートについて 森川　隆

9月15日 木
地域と事業所合同研修
（代表：ウェルケア高浜）

みとりについて 井上　和弘

9月15日 木 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（介護付有料老人ホーム ふくふく湊町）

すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

9月16日 金 はかた女性塾
（特別養護老人ホーム多々羅の里）

笑いヨガ 丹下　隆清

9月16日 金 今治市社会福祉協議会 大西支部 みんなで楽しむレクリエーション 金田　由美子

9月20日 火 老人保健施設 道後べテルホーム
すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

9月21日 水 石井地区社会福祉協議会 認知症の理解と関わり方 金田　由美子

9月21日 水
西予市社会福祉協議会 宇和支所
（宇和中学校　総合学習）

身近に認知症の方はいませんか？
　～わかりやすい認知症ケア～

杉本　詠二

9月21日 水 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（デイサービス ふくい）

すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

9月23日 金 はかた女性塾
（養護老人ホーム楠風園）

笑いヨガ 丹下　隆清

9月23日 金
今治市地域包括支援センター
美須賀・立花

災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

9月23日 金 スマイルプロデューサーズ 認知症の方との関わり方 金田　由美子

9月24日 土 社会福祉法人 興風会 笑いヨガ 丹下　隆清

9月24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について 亀岡　さちこ

9月26日 月 今治市社会福祉協議会 宮窪支部
認知症の正しい理解とコミュニケーション
について

小椋　真吾

9月29日 木 新居浜市 高津連合自治会 認知症の理解とその方との関わり方 金田　由美子

9月29日 木 在宅介護支援センター 愛寿荘
移乗、排泄介助について
立ち上がり時の介助方法

矢川　ひとみ

9月29日 木 松野町社会福祉協議会
老い方と生き（逝き）方
　～自分のこととして考えてみませんか？～

近藤　誠

10月2日 日 グループホーム ファミール桑原
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

10月3日 月
社会福祉法人 西予市野城総合
福祉協会

コミュニケーションのコツを学んで人間関係を
楽にしましょう

杉本　詠二

10月4日 火 特別養護老人ホーム ふたば荘
すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

10月5日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（経営者向けセミナー）

金田　由美子

10月5日 水 西条市 徳田公民館
内面からも輝いて、永遠にキレイを目指す
　（メイクセラピー）

三好　美香

10月7日 金 新居浜市 高津連合自治会 認知症の理解とその方との関わり方 金田　由美子

10月11日 火 大洲市地域包括支援センター 介護を乗り切るために、介護者が元気になる秘訣 金田　由美子

10月11日 火 今治市社会福祉協議会 大西支部 災害時における高齢者・幼児への生活支援 中村　登美江

10月12日 水 鬼北町老人クラブ連合会 心と体のケア（笑いのヨガ） 丹下　隆清

10月14日 金 松山市立雄郡小学校
きずなを結ぼう
　～年をとるってどんなこと？～

金田　由美子

10月14日 金 社会福祉法人 中山梅寿会 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

10月14日 金 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（介護付有料老人ホーム ふくふく湊町）

すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

10月16日 日 松山バプテスト教会 介護予防について 金田　由美子

10月16日 日 愛南町社会福祉協議会 メンタルヘルスマネジメント研修 森川　隆

10月17日 月 はかた女性塾
（特別養護老人ホーム多々羅の里）

笑いヨガ 丹下　隆清

10月17日 月 はかた女性塾
（介護老人保健施設あすなろ）

笑いヨガ 丹下　隆清

10月17日 月 株式会社 いきいき介護 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

10月17日 月 今治市立北郷中学校 高齢者との接し方 杉本　詠二

10月18日 火
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子

10月19日 水 高齢者総合福祉施設 風早の家 認知症の方との関わり方 井上　和弘

10月19日 水 えひめ医療福祉従事者連絡会 つどい 地域包括ケアが目指すまちづくり 吉野　一弘

10月20日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 介護保険制度について 矢川　ひとみ

10月20日 木 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（デイサービス ふくい）

すぐに役立つ介護講座②
　～残った機能と失った機能～

金田　由美子

10月21日 金
すみの見守り・SOSネットワーク
協議会

認知症医学的理解と疾患別対応のポイント 森川　隆

10月21日 金 伊予銀行 お客さまサービス向上部
高齢者応対について
　～認知症への理解を深める～

小椋　真吾

10月22日 土
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

10月24日 月 えひめ消費生活センター友の会 高齢者の声かけ＆コミュニケーション 金田　由美子

10月24日 月 伊予銀行 お客さまサービス向上部
高齢者応対について
　～認知症への理解を深める～

小椋　真吾

10月24日 月 今治市社会福祉協議会 宮窪支部 災害時における高齢者への生活支援について 中村　登美江

10月24日 月 四国中央市福祉部高齢介護課 施設におけるターミナルケアについて 窪田　里美

10月25日 火 はかた女性塾
（養護老人ホーム楠風園）

笑いヨガ 丹下　隆清

10月26日 水 東松山訪問介護事業所 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

10月26日 水 八幡浜市社会福祉協議会
すぐに役立つ介護 ＋ 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

10月26日 水 老人保健施設 道後べテルホーム
すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

10月27日 木 有限会社 ユニット・ワン
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

10月27日 木 今治市社会福祉協議会 朝倉支部 癒しのハンドケア 中村　登美江

10月30日 日
西条市健康づくり推進員
周布地区協議会

笑いヨガで楽しく心も体も健康に！ 丹下　隆清

11月1日 火 福祉の里デイサービスセンター 認知症になっても地域であんしんして暮らし続ける
ために、家族ができること、地域ができること

近藤　誠

11月2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

11月8日 火 新居浜市地域包括支援センター
（介護予防リーダー講座）介護予防のあれこれ①
できる！を喜び合える介護予防・生活支援

金田　由美子

11月9日 水 ふれあいサロン久万ノ台
香り（アロマ）・食生活でシルバー世代を
元気な笑顔に

石井　美香

11月9日 水 高齢者総合福祉施設 あわい 笑いヨガ 丹下　隆清

11月9日 水 西予市社会福祉協議会 よりよく生きるための介護予防・健康づくり 金田　由美子

11月10日 木 西条市社会福祉協議会 中川支部 認知症を予防して どう輝いて生きるか 小椋　真吾

11月10日 木 今治市社会福祉協議会 上浦支部 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

11月11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

在宅介護での、食事介助・着替えの
介助についての実技研修

金田　由美子

11月13日 日
松山市シルバー人材センター
中島福祉事務所

すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

11月14日 月 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（介護付有料老人ホーム ふくふく湊町）

すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

11月15日 火 有限会社 おかげさん レクリエーションの心構えと実践について 金田　由美子

11月16日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子

11月17日 木
橘校区社会福祉協議会
いきいきたちばな

「足の健康」ウォーキングを学ぼう 御堂　正江

11月17日 木
愛媛県地域密着型サービス協会
（南予地区）

接遇・対人関係・スタッフ間の
コミュニケーション

亀岡　さちこ

11月17日 木 松山市地域包括支援センター 西地区
高齢者虐待防止・不適切ケア防止・身体拘束0の
基礎知識と具体的対策

鈴木　正幸

11月17日 木 日本生命保険相互会社 松山支社 介護を自分のこととして考える 守谷　理佐

11月17日 木 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（デイサービス ふくい）

すぐに役立つ介護講座③
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

11月18日 金 伊方町老人クラブ連合会 三崎支部 脳と体を動かして認知症を予防しよう 小椋　真吾

11月18日 金 ファミリーケア智温苑 認知症、精神疾患の方とのコミュニケーション 中城　有喜

11月18日 金 新居浜市訪問介護事業所職員連絡会 看取りについて 一井　美哉子

11月18日 金 特別養護老人ホーム ふたば荘
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

11月21日 月 新居浜市社会福祉協議会 基礎的介護実習講座 杉本　詠二

11月21日 月 グループホーム コスモス
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

11月22日 火 愛媛県保健福祉部 介護の心構え
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修 中予地区）

金田　由美子

11月24日 木 上島町地域包括支援センター
レクリエーション講座
（いきいきシニアサポーター養成講座）

金田　由美子

11月24日 木 松山法人会 第14支部 介護離職ゼロを目指すために始めることとは？ 矢川　ひとみ

11月25日 金 大洲市高齢福祉課 認知症について　～認知症の種類による症状など
　について、知識を深め関わり方を学ぶ～

森川　隆

11月25日 金 老人保健施設 道後べテルホーム
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

11月28日 月 松山法人会 第15支部 介護離職ゼロを目指すために始めることとは？ 矢川　ひとみ
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

12月1日 木 愛南町保健福祉課 民生児童委員のメンタルヘルス 幸田　裕司

12月2日 金 東予地区老人福祉施設協議会
（代表：特別養護老人ホーム桜井荘）

口から食べる喜び「摂食嚥下について」 岡田　純子

12月6日 火 長浜支部老人クラブ連合会 笑いヨガで楽しく一緒に笑って健康に 丹下　隆清

12月7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

12月7日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子

12月8日 木 八幡浜市保健センター 認知症高齢者のケア 金田　由美子

12月8日 木 上島町地域包括支援センター 認知症サポーター養成講座 藤田　健次

12月13日 火 内子町グループホーム連絡会 高齢者の人権保障 小椋　真吾

12月13日 火 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（介護付有料老人ホーム ふくふく湊町）

すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

12月15日 木 愛媛医療生協 たかのこ支部 在宅介護への心構え 金田　由美子

12月15日 木 今治市 清水地区社会福祉協議会 健康寿命と食事について 松本　孝子

12月15日 木 医療法人 福井整形外科・麻酔科
（デイサービス ふくい）

すぐに役立つ介護講座④
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

12月16日 金 愛南町社会福祉協議会
｢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

12月22日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 認知症を理解しましょう 金田　由美子

12月26日 月 八幡浜市地域包括支援センター
緊急時の対応について
　～利用者の急変時（発熱・嘔吐・ヒートショック等）の対応～

窪田　里美

1月11日 水 愛媛県立新居浜南高等学校 災害時おける高齢者への生活支援 松原　恵理子

1月11日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（経営者向けセミナー）

金田　由美子

1月12日 木 今治市社会福祉協議会 伯方支部 笑いヨガ（サロン支援） 丹下　隆清

1月12日 木 今治市社会福祉協議会 伯方支部 笑いヨガ（暮らしのワンポイント講座） 丹下　隆清

1月16日 月 石井地区まちづくり協議会 認知症とは、地域で安心して暮らせるには 金田　由美子

1月16日 月 医療法人 福井整形外科・麻酔科
すぐに役立つ介護講座⑤
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

1月17日 火 四国中央市福祉部高齢介護課 認知症サポーター ステップアップ講座 近藤　誠

1月18日 水 久万高原町社会福祉協議会 サロンで使えるレクリエーション 久保田　加寿美

1月18日 水
愛媛県地域密着型サービス協会
（南予地区）

ケアプランと記録 藤田　健次

1月18日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子

1月19日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画） 笑いヨガ 丹下　隆清

1月19日 木
松山市シルバー人材センター
北条福祉事務所

プライバシー保護について 矢川　ひとみ

1月20日 金 松前町社会福祉協議会 災害時における高齢者への生活支援について 中村　登美江

1月20日 金 新居浜市訪問介護事業所職員連絡会 認知症について 近藤　誠

1月22日 日
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

介護職員のストレスケアについて 森川　隆

1月23日 月
新居浜市 泉川校区まちづくり
連合自治会　生涯学習部

認知症の予防と認知症高齢者への接し方 森川　隆

1月24日 火 在宅介護支援センター 小松 基本的な介護と介護ストレスの軽減 金田　由美子
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平成２８年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

1月27日 金 松山法人会 北条支部 介護の役割とは何か？ 金田　由美子

2月1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 南予地区）

金田　由美子

2月1日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（経営者向けセミナー）

金田　由美子

2月2日 木
上島町地域包括支援センター
　（上島町岩城総合支所）

認知症サポーター養成講座 近藤　誠

2月2日 木
上島町地域包括支援センター
　（弓削地域交流センター）

認知症サポーター養成講座 近藤　誠

2月2日 木
愛媛県総務部
（退職者介護実践セミナー）

認知症の基本的理解とサポートの心構えについて
　（認知症サポーター養成講座）

畝本　幸男

2月3日 金 株式会社 あわしま堂
介護に関する備えておかなければならない
基礎知識

金田　由美子

2月3日 金 砥部町社会福祉協議会
高齢者とのコミュニケーションについて
　～コミュニケーション技術（受容・傾聴・共感）をみに付けよう！～

河野　久美子

2月5日 日 今治市 森ノ前自治会 認知症予防について 金田　由美子

2月8日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子

2月8日 水
株式会社 ツクイ
ツクイ松山南江戸グループホーム

認知症サポーター養成講座 小椋　真吾

2月9日 木
愛媛県総務部
（退職者介護実践セミナー）

認知症の基本的理解とサポートの心構えについて
　（認知症サポーター養成講座）

近藤　誠

2月10日 金 特別養護老人ホーム 高縄荘
運動教室
　～介護予防のための運動～

吉野　一弘

2月10日 金 砥部町社会福祉協議会 高齢者心理・認知症への理解について 森川　隆

2月11日 土 西条市高齢介護課
認知症の方への関わり方
　（西条市介護サービス向上連絡会）

金田　由美子

2月15日 水 大洲市地域包括支援センター 訪問介護に役立つ在宅介護技術 守谷　理佐

2月16日 木
橘校区社会福祉協議会
いきいきたちばな

自分らしく輝いて生きるために 森川　隆

2月16日 木 上島町地域包括支援センター
介護教室
　～介護を学んで心を楽に～

金田　由美子

2月17日 金
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

「笑いヨガ」で心も体もリフレッシュ 丹下　隆清

2月17日 金 砥部町社会福祉協議会
高齢者とのかかわりについて
　～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

2月17日 金 松山法人会 第7支部 介護の役割とは 金田　由美子

2月21日 火
愛媛県地域密着型サービス協会
（南予地区）

ケアのやりがいと喜びについて
　～生命の本質から認知症ケアの本質を学ぶ～

森川　隆

2月22日 水 大洲市 新谷公民館 生前整理を始めませんか 吉岡　尚美

2月23日 木 松山看護専門学校 介護の役割 金田　由美子

2月24日 金
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

「高齢者とのコミュニケーション」について 金田　由美子

2月24日 金 西予市老人クラブ連合会
高齢でも元気でいるために
　～いつまでもますます健康で自立した生活を～

中村　登美江

2月24日 金 伊予市民生児童委員協議会 相談しやすい雰囲気づくりと対話のコツ 河野　久美子

2月26日 日 久万高原町 露峰公民館 笑いヨガを習って笑顔になろう！ 丹下　隆清

2月27日 月 新居浜市地域包括支援センター 介護相談員と事業所のあり方について 吉木　邦子

2月28日 火 石井西地区社会福祉協議会
認知症の理解とコミュニケーション
　～地域で支え合うためには～

金田　由美子

2月28日 火 西予市社会福祉協議会本所
楽しく学ぼう！笑いヨガとみんなの
認知症予防ゲーム　～笑う門には福来たる～

丹下　隆清

3月1日 水
愛媛県保健福祉部
（働く家族の介護力強化セミナー）

介護への理解を深める
　（従業員向けセミナー）

金田　由美子
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3月2日 木 今治市社会福祉協議会 上浦支部 健康につながるレクリエーション 金田　由美子

3月2日 木 伊予市社会福祉協議会 介護者のストレス解消法 森川　隆

3月3日 金 西条市在宅介護支援センター 光風館
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

3月6日 月 双海地区社会福祉協議会 楽しい健康体操 金田　由美子

3月7日 火 愛媛県保健福祉部 民生児童委員とメンタルヘルスケアについて 森川　隆

3月8日 水 日本尊厳死協会 四国支部
介護について学ぶ
　～在宅での看取り～

金田　由美子

3月8日 水 伊予市 南山崎地区社会福祉協議会
健康寿命を延ばそう
　～いつまでも元気に過ごすための食事（食生活）～

松本　孝子

3月8日 水 今治市社会福祉協議会 大三島支部 認知症予防ゲーム 丹下　隆清

3月9日 木 グループホーム ファミール立花 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

3月10日 金
今治市上浦支所
認知症等支援連絡協議会

認知症の正しい理解と対応について 金田　由美子

3月11日 土 八幡浜市 宮内地区公民館 笑いヨガ 丹下　隆清

3月15日 水 グループホーム香り草 災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

3月23日 木 八坂地区社会福祉協議会 介護とは何か 金田　由美子

3月24日 金 愛・民家連 デイサービスにおける認知症ケア 金田　由美子

3月25日 土 ユーミーケアたかのこ 認知症の予防について 小椋　真吾

3月25日 土 西条市社会福祉協議会 中川支部 在宅介護の基本の基本 金田　由美子

3月28日 火
とうおん健康づくりの会
「とびっきりの笑顔の会」部会

レクリエーションで笑顔満開 久保田　加寿美

9 / 9 ページ


