
平成３０年度　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

4月5日 木 日赤奉仕団宮内分団
（八幡浜市）

認知症高齢者への接し方 金田　由美子

4月5日 木 株式会社 愛媛銀行
（松山市）

認知症サポーター養成講座 近藤　誠

4月6日 金 株式会社 シャープ松山オーエー
介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

4月13日 金 株式会社 ユタカ
（松山市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

4月15日 日 大洲市母子寡婦福祉連合会長浜支部 脳と体を動かして認知症を予防しよう 小椋　真吾

4月17日 火 愛媛県警察本部
介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

4月18日 水 宅並サロン
（松山市）

お口のケアと身体のバランス 高岡　康子

4月20日 金 伊予市中村地区老人クラブ連合会 元気で過ごすための食事 松本　孝子

4月21日 土 今治市立花校区友愛クラブ連合会
「寝たきり」をつくらない介護
　～介護とは何か～

金田　由美子

4月24日 火 つつじ会
（西予市）

からだ快善コンディショニング 川口　みどり

4月25日 水 伊方町老人クラブ連合会三崎支部
健康教室
　～介護予防のための運動～

高岡　康子

4月27日 金 大洲市喜多更生保護女性会 コミュニケーションについて 河野　久美子

5月8日 火 砥部町老人クラブ連合会
（砥部町社会福祉協議会）

歯周病予防について 阿部　博恵

5月16日 水 今治市伯方地域包括支援センター 認知症予防と食生活 松本　孝子

5月17日 木
愛媛県精神保健ボランティア
連絡協議会

笑いヨガ
　～カラダも心もリフレッシュ～

丹下　隆清

5月18日 金 地域社会福祉協議会「たまつ」
（宇和島市）

よりよく生きる地域作りで 金田　由美子

5月25日 金 松山市地域包括支援センター北条
ずっこけ介護福祉士えいじろう先生の認知症患者さんに
教わったこと　～認知症のある人の心と行動の仕組み～

杉本　詠二

5月25日 金 久万保健センター
（久万高原町食生活改善推進協議会合同研修）

高齢者とのかかわり方について 金田　由美子

5月25日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会 認知症の方の「食」支援 小椋　真吾

5月27日 日
公益財団法人 愛媛県視覚障がい者
協会・女性部

エンディングノート 森川　隆

5月28日 月 伊予市役所 市民福祉部 長寿介護課
認知症の理解と認知症の方への接し方
　（伊予市介護相談員派遣事業研修会）

森川　隆

5月29日 火 松前町役場 保健福祉部 保険課
高齢者との接し方
　（松前町介護相談員研修会）

杉本　詠二

5月30日 水 今治市社会福祉協議会宮窪支部 笑いヨガ・認知症予防ゲーム 丹下　隆清

5月30日 水 伊方町社会福祉協議会
（伊方町精神保健ボランティアグループ「なぎさ」）

よりよく生きるための介護予防・健康づくり 金田　由美子

5月31日 木 林之端団地サロン会
（新居浜市）

終活のためにしておくべきこと
　（エンディングノート）

竹中　誠実

6月1日 金 伊予市社会福祉協議会 住民同士が支え合える地域づくりについて 中矢　暁美

6月6日 水 鷹の子病院
（地域の住民と介護職対象の養成講座）

認知症について（認知症サポーター養成講座） 杉本　詠二

6月7日 木 伊方町老人クラブ連合会 いっぱい口を動かして元気歯つらつ！ 阿部　博恵

6月10日 日
第61回えひめ母親大会実行委員会
介護・医療分科会

これからの介護・医療について 金田　由美子

6月12日 火
松前町社会福祉協議会
北黒田サロンほほえみ

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～

荒木　美喜

6月13日 水 株式会社 伊予銀行
（松山市）

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13日 水 内子町グループホーム連絡会 認知症の方が地域で暮らし続けるには!? 杉本　詠二

6月14日 木 西条市在宅介護支援センター小松 介護者のカラダの負担を減らすワザ 金田　由美子
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6月17日 日 松山バプテスト教会 介護予防体操 松岡　栄二郎

6月18日 月
新居浜市泉川見守り・SOS
ネットワーク協議会

認知症の基本的理解と心構え
　～認知症サポーター養成研修～

近藤　誠

6月19日 火 今治市グループホーム交流会
認知症と脳の働き
　～正しく知ることで、より良いケアを～

近藤　誠

6月22日 金 新居浜税務署 認知症の理解と対応 金田　由美子

6月25日 月 新居浜市地域包括支援センター 認知症予防ゲーム 丹下　隆清

6月26日 火 伊予市上野地区公民館 笑いヨガとみんなの認知症予防ゲーム 丹下　隆清

6月27日 水 新居浜市要介護者家族の会
地域で輝きある暮らしのために
　～健康長寿をめざした体づくり～

阿部　大樹

6月29日 金 株式会社ダスキン椿
ダスキンライフケア松山ステーション

高齢者とのコミュニケーションについて
　～傾聴と上手な声掛けの仕方～

金田　由美子

6月30日 土 伊予市社会福祉協議会 傾聴の技術を身に付け、実践に活かそう① 伊賀上　明子

7月2日 月 伊方町三崎自治公民館 これからの人生を豊かに生きるために 土居　園江

7月3日 火 株式会社 伊予銀行
（松山市）

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

7月3日 火 大洲市沖浦公民館 認知症予防 小椋　真吾

7月9日 月 今治市社会福祉協議会波方支部 ひきこもり高齢者解消へ向けた関わり方 井上　和弘

7月10日 火 松山市立湯山中学校 ハンドマッサージケアについて
（福祉体験学習事前学習）

石井　美香

7月11日 水 新居浜市社会福祉協議会
（新居浜市独居高齢者見守り推進事業）

認知症の基本的理解と対応 金田　由美子

7月12日 木 西条市社会福祉協議会中川支部
（敬老の家事業）

地域におけるシルバー世代の役割について 中矢　暁美

7月12日 木 西条市在宅介護支援センター小松 介護者のココロの疲れを減らすコツ 杉本　詠二

7月12日 木 在宅介護支援センター福角の里 転倒予防の為の足のケア 御堂　正江

7月13日 金 伊予市社会福祉協議会 サロンで簡単にできるレクリエーション 久保田　加寿美

7月14日 土 伊予市社会福祉協議会 傾聴の技術を身に付け、実践に活かそう③ 伊賀上　明子

7月14日 土 日本労働組合総連合会愛媛県連合会
介護の役割とは何か？
　～すぐに役立つ介護入門～

金田　由美子

7月15日 日 今治市社会福祉協議会朝倉支部 介護の役割 金田　由美子

7月18日 水 久万高原町社会福祉協議会
（久万高原町ふれあい・いきいきサロン交流会）

サロンで活かせる笑いヨガ 丹下　隆清

7月20日 金 今治市役所 宮窪支所 災害時における高齢者への生活支援 鵜久森　陽子

7月21日 土 東温市地域包括支援センター 認知症と認知症介護の理解について 森川　隆

7月24日 火 愛媛県法人会連合会
（松山市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化セミナー）

金田　由美子

7月25日 水 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（南予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
全身の健康は、まずお口から

阿部　博恵

7月25日 水
松山市地域包括支援センター
城西・勝山地区

健康は笑いから
　～笑いヨガで心すっきり、体いきいき～

丹下　隆清

7月27日 金
今治市地域包括支援センター
美須賀・立花

終活について 矢野　雅世

7月27日 金 新居浜市中萩公民館 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、地域でできること

近藤　誠

7月30日 月 八幡浜市地域密着型サービス連絡会議 介護記録の書き方について 藤田　健次

8月1日 水 株式会社 伊予銀行
（松山市）

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

8月3日 金 八幡浜市松蔭地区社会福祉協議会 いきいき介護予防教室 金田　由美子
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8月4日 土 伊予市社会福祉協議会 傾聴の技術を身に付け、実践に活かそう④ 伊賀上　明子

8月9日 木 在宅介護支援センター福角の里
（松山市）

動いて、笑って、目指せ健康！ 高岡　康子

8月10日 金 公立学校共済組合愛媛支部
すぐに役立つ介護講座
　～認知症の方の理解と接し方～

金田　由美子

8月11日 土 伊予市社会福祉協議会 傾聴の技術を身に付け、実践に活かそう⑤ 伊賀上　明子

8月17日 金 愛媛県老人クラブ連合会 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

8月19日 日 松山バプテスト教会 介護予防のための料理 松本　孝子

8月20日 月 久万高原町老人クラブ直瀬長寿会 足の健康について 御堂　正江

8月21日 火 伊方町老人クラブ連合会 地域における高齢者の役割 中矢　暁美

8月21日 火 今治市グループホーム交流会
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

8月21日 火 地域住民健康講座
（松山市　お世話人：特別養護老人ホーム アテーナ）

バランス診断とタオルを使った体操 藤田　健次

8月22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）

濱本　幸子

8月22日 水 今治市役所 高齢介護課
不適切ケア・虐待防止の本質的視点について
　～ストレスマネジメントの視点で考える虐待防止～

森川　隆

8月23日 木 公立学校共済組合愛媛支部
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

8月23日 木 伊予銀行
（松山市）

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

8月23日 木 今治市常盤地区社会福祉協議会
（常盤地区高齢者大学）

笑いヨガ！ワッハッハー元気のもとは笑いから 丹下　隆清

8月24日 金 松山市石井西地区社会福祉協議会 災害時における高齢者への生活支援 木田　理香

8月24日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会
プライバシー保護の取り組み
倫理及び法令遵守

森川　隆

8月26日 日 八幡浜市宮内地区公民館 認知症患者さんに教わったこと 杉本　詠二

8月26日 日
ＪＡＭ四国愛媛地協
高齢者・退職者の会

どうなる介護、制度の概要と利用にあたって 鈴木　大

8月27日 月 伊予市社会福祉協議会 介護保険サービスの利用について
　～知っておきたい介護保険利用のポイント～

鈴木　大

8月28日 火
八幡浜市保内地区
民生児童委員協議会

介護の役割 金田　由美子

8月29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）

濱本　幸子

8月30日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（中予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
介護の受け止め方

金田　由美子

9月1日 土 愛南町地域包括支援センター 回想法によるコミュニケーション 来島　修志

9月1日 土 西条市下町中組健康づくりの会 認知症予防ゲーム 丹下　隆清

9月5日 水 今治市社会福祉協議会伯方支部
災害時における高齢者（被介護者を含む）
の生活支援

利岡　正也

9月6日 木 八幡浜市保健センター 高齢者・認知症の方との接し方について 小椋　真吾

9月7日 金 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）

濱本　幸子

9月7日 金 愛媛県警察本部 介護への備え 矢川　ひとみ

9月10日 月 古川ふれあいサロン
（松山市）

老いていきいき生きる秘訣 金田　由美子

9月10日 月 今治市社会福祉協議会大三島支部 災害時における高齢者の生活支援 中村　登美江

9月11日 火 新居浜市社会福祉協議会船木支部 終活へのすすめ 竹中　誠実

9月12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）

濱本　幸子
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9月18日 火 今治市社会福祉協議会大三島支部 認知症ケアについて 金田　由美子

9月19日 水 宇和島市社会福祉協議会 地域で活きる　～みんなが主人公～
　（地区社会福祉協議会役員等合同研修会）

金田　由美子

9月19日 水 たかのこカフェ
（松山市）

自分らしく生きていくために
　～自分史をつくろう～　（認知症カフェ勉強会）

井上　和弘

9月21日 金 愛媛県法人会連合会
（宇和島市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化セミナー）

金田　由美子

9月21日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会
事故発生又は再発防止、
介護予防及び要介護度進行予防

藤田　健次

9月21日 金 八幡浜市地域包括支援センター
（八幡浜市市内通所介護事業所連絡会）

認知症の方への関わり方 近藤　誠

9月22日 土
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

認知症の基本的理解と対応 森川　隆

9月25日 火 西予市福祉事務所 認知症の理解とコミュニケーション 小椋　真吾

9月25日 火
伊方町役場 保健福祉課
伊方町地域包括支援センター

認知症について理解を深めよう 森川　隆

9月27日 木 今治市社会福祉協議会大西支部 サロンで使えるレクリエーション 久保田　加寿美

9月28日 金 新居浜市中萩公民館
介護不安は解消できる！
　～「避ける」から「受け止める」～

金田　由美子

9月28日 金
今治市地域包括支援センター
美須賀・立花

認知症予防ゲーム 丹下　隆清

9月28日 金 新居浜市地域包括支援センター
（新居浜市総合福祉センター）

いつまでも地域で一緒に暮らしたい！ 金田　由美子

10月1日 月 伊方町伊方赤十字奉仕団 すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

10月2日 火
今治市地域包括支援センター
美須賀・立花

認知症予防のための口腔ケア 阿部　博恵

10月2日 火 新居浜市中萩公民館
介護する側もされる側も、もっと安全に
楽になるケア　～こころやからだへの影響について～

守谷　理佐

10月3日 水
久万高原町老人クラブ連合会
柳谷支部

すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

10月3日 水 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（東予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
食事で違いが出る健康寿命

松本　孝子

10月3日 水 新居浜市地域包括支援センター
（中萩公民館）

いつまでも地域で一緒に暮らしたい！ 金田　由美子

10月4日 木 西条市役所 高齢介護課 災害時における高齢者への生活支援 荒木　美喜

10月4日 木 松山市地域包括支援センター中島
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

10月4日 木 西予市社会福祉協議会宇和支所 認知症の方とのかかわり方
（宇和中学校　総合学習　福祉教育）

金田　由美子

10月9日 火 内子町役場
認知症について
　～認知症の基本的理解と対応～

近藤　誠

10月9日 火 内子町役場
認知症について
　～認知症の基本的理解と対応～

近藤　誠

10月10日 水 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11日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（中予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
食事で違いが出る健康寿命

松本　孝子

10月12日 金 松山市立久米小学校
みんなで認知症のひとをささえよう！
（認知症キッズサポーター養成講座）

杉本　詠二

10月12日 金 八幡浜市地域包括支援センター 認知症について　～基礎編～
（八幡浜市内訪問介護事業所連絡会）

金田　由美子

10月16日 火 地域住民健康講座
（松山市　お世話人：特別養護老人ホーム アテーナ）

「笑いヨガ」で心も体もリフレッシュ！ 阿部　靖

10月16日 火 今治市立北郷中学校 高齢者との接し方 杉本　詠二

10月17日 水 宅並サロン
（松山市）

遊びリテーション 金田　由美子

10月17日 水 大洲市地域包括支援センター
（大洲市居宅介護支援事業所連絡会）

高齢者虐待の早期発見、早期対応 小椋　真吾

10月23日 火 西条市庄内校区老人クラブ 介護の役割 金田　由美子
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10月23日 火 愛媛県法人会連合会
（松山市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化セミナー）

金田　由美子

10月25日 木 伊予市赤十字奉仕団 笑いヨガ 玉井　千惠

10月25日 木
愛媛医療生活協同組合道後支部
白水台班

介護の役割 金田　由美子

10月26日 金 愛媛県松山南警察署
介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

10月27日 土
今治市地域包括支援センター
日吉・近見

災害時における高齢者への生活支援 堀田　郁子

10月27日 土 西宇和郡障害者協会伊方支部 みんなで楽しむレクリェーション 金田　由美子

10月29日 月 今治市社会福祉協議会菊間支部
地域でいきいき！ボランティア活動
　～みんなで無理なく末永く～

杉田　尚緒子

10月31日 水 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（東予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
生活ケアと遊びリテーション（実技）

金田　由美子

10月31日 水 松前町地域住民認知症研修会
（お世話人：グループホームこいこい）

認知症のある人の心と行動のしくみ 杉本　詠二

11月1日 木 西条市社会福祉協議会中川支部 認知症介護の基本 金田　由美子

11月1日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（中予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
全身の健康は、まずお口から

阿部　博恵

11月5日 月 西予市野村町地域連携研修会
（お世話人：西予市野城総合福祉協会）

認知症の患者さんに教わること
　～認知症のある人の心と行動のしくみ～

杉本　詠二

11月6日 火 今治市上徳地域介護研修会
（お世話人：つどい場だんだん）

すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か～

金田　由美子

11月8日 木 愛媛県法人会連合会
（松山市）

後悔しない介護とは　～今から始めよう家族の
介護の事前対策～　（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

11月10日 土
松山市地域包括支援センター
桑原・道後

認知症の理解と予防について 金田　由美子

11月11日 日 愛媛県法人会連合会
（松山市）

働く家族の介護力強化事業シンポジウム 金田　由美子

11月12日 月 株式会社 伊予鉄グループ
（松山市）

認知症への理解と公共交通機関
としての対応について（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

11月12日 月 大洲市柳沢公民館 認知症予防について 林　靖幸

11月13日 火 株式会社 伊予鉄グループ
（松山市）

認知症への理解と公共交通機関
としての対応について（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

11月13日 火 伊方町老人クラブ連合会三崎支部 認知症予防のための運動 吉野　一弘

11月13日 火 愛媛県法人会連合会
（西条市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化セミナー）

金田　由美子

11月14日 水 株式会社 伊予鉄グループ
（松山市）

認知症への理解と公共交通機関
としての対応について（働く家族の介護力強化事業）

金田　由美子

11月14日 水 西条市在宅介護支援センター光風館 介護予防の為の運動 黒川　洋輔

11月14日 水 愛媛県法人会連合会
（松山市）

腰に負担のかからない介助の仕方
　～長続きする介護の在り方とは～

金田　由美子

11月15日 木 グループホームさくらや
（上島町）

介護の役割 金田　由美子

11月15日 木 四国管区警察局
高齢者対応について
　～認知症の理解と対応～

矢川　ひとみ

11月16日 金 宇和島市女性団体連絡協議会 介護実習 金田　由美子

11月16日 金 大洲市役所 高齢福祉課 施設での看取りケアについて　～最後まで安心して
終末期を迎えられるよう、支援のあり方を学ぶ～

森　菊子

11月16日 金
今治市地域包括支援センター
桜井・朝倉・玉川

業務に必要な記録の技について 鈴木　大

11月16日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会
腰痛の無い介護技術を学ぼう
（車椅子、ベッド移乗等）

守谷　理佐

11月17日 土
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

からだ快善コンディショニング 川口　みどり

11月18日 日 いきいきカフェあおぞら
（松山市）

認知症の理解と、予防の為のエクササイズ
（認知症カフェ勉強会）

金田　由美子

11月19日 月 グループホームさくらや
（上島町）

介護の役割 金田　由美子
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11月20日 火 大洲市地域包括支援センター
病状に合わせた食事形態について、ケアマネが
アドバイスできること

松本　孝子

11月21日 水 新居浜市多喜浜公民館 認知症とサポート 金田　由美子

11月21日 水
伊方町役場 保健福祉課
伊方町地域包括支援センター

誰にとっても優しい町づくり
（認知症サポーター養成講座・愛媛県立三崎高等学校）

高岡　康子

11月21日 水
愛媛医療生活協同組合
生協宇摩診療所

介護とは何か 金田　由美子

11月22日 木 西宇和郡障害者協会三崎支部 地域における高齢者の役割 中矢　暁美

11月24日 土 今治市役所 高齢介護課 介護の役割 金田　由美子

11月26日 月 宇和島市吉田地区社会福祉協議会 介護の役割 金田　由美子

11月26日 月 八幡浜市地域包括支援センター 認知症について　～実践編～
（八幡浜市内訪問介護事業所連絡会）

金田　由美子

11月27日 火
松山市シルバー人材センター
松山福祉事務所

笑って元気・笑いヨガ 丹下　隆清

11月28日 水 松山市垣生地区社会福祉協議会 老いて、生き生き生きるための秘訣 金田　由美子

11月28日 水 新居浜市社会福祉協議会 災害時のケア等について 新田　喬子

11月29日 木 内宮ふれあいセンター
（松山市）

災害時における高齢者への生活支援 中村　登美江

11月29日 木 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（中予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
生活ケアと遊びリテーション（実技）

金田　由美子

12月1日 土 上島町魚島公民館
終活とは？
　～自分が望む人生を歩むために～

森川　隆

12月3日 月 今治市上徳地域介護研修会
（お世話人：つどい場だんだん）

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

12月3日 月 今治市社会福祉協議会伯方事業所 ハンドマッサージケアについて 石井　美香

12月4日 火 愛媛県法人会連合会
（今治市）

介護への備えをしましょう
　（働く家族の介護力強化セミナー）

金田　由美子

12月4日 火
八幡浜市地域密着型サービス
連絡会議

本人の求めるケアを導き出そう
　～「ひもときシート」を活用し、気付きを増やそう～

小椋　真吾

12月5日 水 西条市社会福祉協議会玉津支部 笑って楽しく元気になりましょう 丹下　隆清

12月5日 水 愛媛県生涯学習センター（共同企画）
（南予コミュニティ・カレッジ）

介護予防講座
生活ケアと遊びリテーション（実技）

金田　由美子

12月10日 月 八幡浜市宮内地区公民館 介護の基礎 金田　由美子

12月11日 火 内子町グループホーム連絡会
スキルを上げるモチベーションを持つ
　～一つ一つのケアの根拠を知ることの大切さ～

杉本　詠二

12月11日 火 サロンふれあい本郷
（伊予市）

生き活きした暮らしを支えるために 丹下　隆清

12月12日 水 伊予市赤十字奉仕団双海分団 在宅介護に役立つ知識 鈴木　大

12月12日 水 愛媛県老人クラブ連合会 老いて生き活きいきる秘けつ 金田　由美子

12月12日 水 愛媛県老人クラブ連合会 みんなで楽しむレクリェーション 金田　由美子

12月17日 月 四国中央市役所 福祉部 高齢介護課 高齢者の心理と理解 藤田　健次

12月18日 火 今治市グループホーム交流会
すぐに役立つ介護講座
　～起きる・座る・立ち上がる（実技）～

金田　由美子

12月19日 水
愛媛県社会福祉協議会
（高齢者大学校　文芸）

介護の役割 金田　由美子

12月25日 火 西条市在宅介護支援センター光風館 笑いヨガ・認知症予防ゲーム 丹下　隆清

1月9日 水
愛媛県社会福祉協議会
（高齢者大学校　陶芸）

介護の役割 金田　由美子

1月10日 木 今治市社会福祉協議会伯方支部 笑いヨガ・認知症予防ゲーム 丹下　隆清

1月10日 木 今治市上徳地域介護研修会
（お世話人：つどい場だんだん）

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
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1月12日 土
松山市ボランティア活動
体験学習研究会「きらり」

認知症を理解するためのヒント 杉本　詠二

1月17日 木 グループホームさくらや
（上島町）

安心・安全に気持ちよく入浴するために 金田　由美子

1月21日 月
松山市地域包括支援センター
城西・勝山地区

音楽療法
　～音楽を通じて認知症を予防しよう～

藤井　澄子

1月22日 火
愛南町訪問介護事業所連絡会
「おむすびの会」

介護・福祉職のストレスケアについて 杉本　詠二

1月23日 水
愛媛県社会福祉協議会
（高齢者大学校　園芸）

介護の役割 金田　由美子

1月25日 金
今治市地域包括支援センター
美須賀・立花

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

1月26日 土 西条市役所 高齢介護課 高齢者虐待について 森川　隆

1月27日 日 新居浜市高木自治会 災害時における高齢者への生活支援 池田　宏美

1月29日 火 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁南予地方局八幡浜支局）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

1月31日 木 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁東予地方局今治支局）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

2月1日 金
愛媛県総務部・地方職員共済組合
愛媛県支部（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）

森川　隆

2月1日 金
愛媛県総務部・地方職員共済組合
愛媛県支部（退職者介護実践セミナー）

介護の役割 金田　由美子

2月4日 月 今治市上徳地域介護研修会
（お世話人：つどい場だんだん）

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

2月6日 水 新居浜市上部高齢者福祉センター 認知症になっても、自分らしく生きるために
（ほのぼのくらぶ教養講座）

近藤　誠

2月7日 木 大洲市新谷公民館 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

2月8日 金
愛媛県総務部・地方職員共済組合
愛媛県支部（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）

森川　隆

2月8日 金
愛媛県総務部・地方職員共済組合
愛媛県支部（退職者介護実践セミナー）

介護の役割 金田　由美子

2月8日 金 松山市立岩地区住民
（お世話人：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～
　（立岩地区いきいき健康教室）

久保田　加寿美

2月9日 土 八幡浜市宮内地区公民館
エンディングノート
　～残された人生を豊かに生きる～

森川　隆

2月12日 火 今治市城東公民館 楽しく脳トレ
（高齢者健康づくり教室）

久保田　加寿美

2月12日 火 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁中予地方局総合庁舎）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

2月13日 水 新居浜市中萩公民館
いのちのバトンタッチ
　～看取りの現場で学んだこと～

森　菊子

2月15日 金 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁南予地方局総合庁舎）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

2月17日 日 伊予市中山町女性団体連絡協議会 笑いヨガ 玉井　千惠

2月18日 月 松前町中川原介護職員合同研修会
（お世話人：グループホームエンゼルなかがわら）

重度の方の入浴介助の仕方 金田　由美子

2月19日 火
和霊地区社会福祉協議会・民生児童
委員協議会（宇和島市）

介護の基礎 金田　由美子

2月19日 火 伊予市役所 市民福祉部 長寿介護課
認知症サポーター養成講座「認知症を地域で支える」
　～認知症になっても安心して暮らせる地域作りのために～

森川　隆

2月20日 水 松山看護専門学校 介護の役割 金田　由美子

2月22日 金 つくしサロン
（松山市）

ゲームで若返ろう！ 久保田　加寿美

2月25日 月 新居浜市地域包括支援センター
口から食べるよろこび
　（介護相談員交流会）

高岡　康子

2月26日 火
八幡浜市地域密着型サービス
連絡会議

本人の求めるケアを導き出そう（続編）
　～「ひもときシート」を活用し、気付きを増やそう～

小椋　真吾

2月27日 水 西予市社会福祉協議会宇和支所 楽しく学ぼう！サロンで使える遊びリテーション
（ふれあい・いきいきサロン研修会）

金田　由美子

2月27日 水 伊予市社会福祉協議会 高齢者に適した食事について 松本　孝子
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2月28日 木 西予市社会福祉協議会城川支所 楽しく学ぼう！サロンで使える遊びリテーション 金田　由美子

3月2日 土 今治市社会福祉協議会玉川支部 エンディングノート 森川　隆

3月4日 月 今治市上徳地域介護研修会
（お世話人：つどい場だんだん）

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

3月6日 水 今治市社会福祉協議会大三島支部 認知症の理解とコミュニケーション 杉本　詠二

3月7日 木 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁東予地方局総合庁舎）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

3月7日 木 双海地区社会福祉協議会
（伊予市）

レクリエーションで楽しく元気になろう 久保田　加寿美

3月8日 金
株式会社 愛媛銀行
ソリューション営業部（松山市）

認知症への理解を深める 矢川　ひとみ

3月8日 金
松山市シルバー人材センター
北条福祉事務所

認知症・認知症ケアについて 金田　由美子

3月10日 日 宇和島市社会福祉協議会 みんなでできるレクレーション 金田　由美子

3月11日 月 愛媛県法人会連合会
（愛媛県庁本庁）

介護への備えをしましょう
　（県職員対象の「介護力強化セミナー」）

金田　由美子

3月14日 木 松山市三津地域介護研修会
（お世話人：特別養護老人ホームさくら）

毎日の健康は笑いから
　～笑いヨガで Let's  be  happy！～

丹下　隆清

3月16日 土 鬼北町地域包括支援センター
元気で活き活き暮らしていくために
　～笑いヨガで認知症を予防しよう～

丹下　隆清

3月18日 月 株式会社伊予銀行 道後支店
高齢者及び認知症兆候者への対応
における留意点

金田　由美子

3月19日 火 西予市社会福祉協議会宇和支所 介護とは何か 金田　由美子

3月20日 水 たかのこカフェ
（松山市）

知って得する　災害時の対応について
（認知症カフェ勉強会）

松原　恵理子

3月20日 水 西予市社会福祉協議会明浜支所 サロンで出来るレクリエーション 金田　由美子

3月22日 金 西長戸ふれあいサロン
（松山市）

すぐに役立つ介護講座①
　～介護とは何か・介護保険について～

金田　由美子
鈴木　大

3月26日 火 伊予市赤十字奉仕団 高齢者とのコミュニケーション 金田　由美子

3月27日 水
今治市役所 伯方支所
住民サービス課

音楽療法
　（認知症予防教室）

藤井　澄子
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