
2021年度（令和3年度）　　出前講座

日　付 曜日 主　催　者 講　座　名 講 師 名

4月5日 月 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

5月18日 火 愛媛銀行
（松山市）

認知症サポーター養成講座 近藤　誠

5月24日 月 松山市地域包括支援センター北条 認知症サポーター養成講座 藤田　健次

6月2日 水 西条市在宅介護支援センター光風館
（西条市禎瑞公民館・家族介護教室）

高齢でも元気でいるために 塩﨑　定義

6月16日 水 今治市伯方地域包括支援センター
（上浦福祉センター）

からだ健幸大作戦！年に負けないからだづくり 塩﨑　定義

6月18日 金 今治市立日吉中学校 高齢者との関わり方 金田　由美子

6月28日 月 伊予市上野地区公民館
（上野地区老人クラブ高齢者教室）

足の健康について
　～転ばない足づくり～

御堂　正江

7月9日 金 特別養護老人ホーム高縄荘
（松山市立岩地区いきいき健康教室）

運動教室
　～介護予防の目的と実際について～

松岡　栄二郎

7月15日 木 砥部町保健センター アンガーマネジメント 石井　真奈

7月16日 金 新居浜市生涯学習センター すぐに役立つ介護講座①　～介護保険を学ぼう～
鈴木　大
金田　由美子

7月21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）

転ばないための足づくり 御堂　正江

7月27日 火
愛媛県生涯現役促進
地域連携事業推進協議会（松山市）

じぶんごと介護セミナー 金田　由美子

7月27日 火 西予市社会福祉協議会三瓶支所 コロナ禍でのサロンで使えるレクリエーション 松木　紀子

7月28日 水 今治市伯方地域包括支援センター
（大三島保健センター）

からだ健幸大作戦！年に負けないからだづくり 塩﨑　定義

7月29日 木 松山市地域包括支援センター中島
（家族介護支援教室）

笑いヨガ 玉井　千惠

7月30日 金 松山市地域包括支援センター城北
精神疾患に関する基礎知識と支援者自身の
セルフケアの仕方

田中　孝次

8月6日 金 新居浜市生涯学習センター
すぐに役立つ介護講座②
　～介護とは何か～

金田　由美子

9月14日 火 愛媛県研修所（動画配信） 介護のポイント 金田　由美子

9月14日 火 愛媛県研修所（動画配信）
認知症サポーター養成研修
（新規採用職員研修）

二宮　一惠

9月16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）

介護にまつわるおカネについて
　～介護保険でできること、できないこと～

矢川　ひとみ

9月29日 水
愛媛県生涯現役促進
地域連携事業推進協議会（西条市）

じぶんごと介護セミナー 金田　由美子

10月2日 土 上島町連合婦人会 認知症について知ろう！ 金田　由美子

10月5日 火 松山市地域包括支援センター城北
（潮見公民館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

10月6日 水 愛媛県総合教育センター 高齢者との関わり方 金田　由美子

10月7日 木 今治市社会福祉協議会大西支部
（小地域在宅介護者のつどい）

在宅でできる健康法・運動法 池内　貴美

10月8日 金 今治市伯方地域包括支援センター
（今治市関前開発総合センター）

頭と体を動かして介護予防 向井　亮子

10月12日 火 伊予地区更生保護女性会郡中支部 人生を豊かに生きるために 森川　隆

10月13日 水
今治市地域包括支援センター
北郷・大西・菊間　（菊間公民館）

虚弱・筋力減少・運動と身体を動かす
注意点と理由について

池内　貴美

10月16日 土 八幡浜市社会福祉協議会
（アクティブボランティア養成講座）

認知症のある方から教わること
　～認知症のある方の心と行動のしくみ～

杉本　詠二

10月16日 土 八幡浜市社会福祉協議会
（アクティブボランティア養成講座）

カラダと頭を使った脳トレ 久保田　加寿美

10月19日 火 今治市立花カルチャーセンター 笑いと健康 丹下　隆清

10月19日 火 松山市地域包括支援センター城北
（潮見公民館谷分館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

10月20日 水
今治市地域包括支援センター
北郷・大西・菊間　（波方公民館）

虚弱・筋力減少・運動と身体を動かす
注意点と理由について

池内　貴美

10月21日 木
今治市社会福祉協議会大西支部
（小地域在宅介護者のつどい）

高齢者の異常チェックと対応方法 高岡　康子

10月25日 月 松山市地域包括支援センター城北
（潮見公民館吉藤分館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵
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10月26日 火
今治市地域包括支援センター
北郷・大西・菊間　（大西公民館）

虚弱・筋力減少・運動と身体を動かす
注意点と理由について

池内　貴美

10月28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）

転ばないための足づくり 御堂　正江

10月29日 金 西予市福祉事務所長寿介護課 高齢者の特性とコミュニケーションの技法 金田　由美子

11月1日 月 西条市社会福祉協議会
（ぬくもりボランティア福祉サービス事業協力会員研修会）

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

11月2日 火
大洲市新谷公民館
（女性学級）

介護保険について 矢川　ひとみ

11月2日 火
今治市社会福祉協議会大西支部
（小地域在宅介護者のつどい）

手を貸しすぎない介護 金田　由美子

11月8日 月 松山市地域包括支援センター城北
（和気公民館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

11月10日 水 今治市社会福祉協議会上浦支部 転ばない足づくり 御堂　正江

11月11日 木 松山市地域包括支援センター城北
（和気公民館松原分館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

11月12日 金 特別養護老人ホーム高縄荘
（松山市立岩地区いきいき健康教室）

レクリエーション教室
　～身体と頭を使う介護予防～

久保田　加寿美

11月16日 火 伊予市役所長寿介護課 認知症サポーター養成講座
（愛媛銀行郡中支店）

杉本　詠二

11月22日 月 松山市地域包括支援センター城北
（和気公民館勝岡分館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

11月22日 月 新居浜市地域包括支援センター
（介護サービス相談員交流会）

認知症の方へのコミュニケーション術 金田　由美子

11月24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）

生き活きした暮らしを支えるための介護のコツ 金田　由美子

11月26日 金 砥部町社会福祉協議会
（アクティブシニアボランティア養成講座）

認知症を知り、地域を支える
　～認知症サポーター養成講座～

高岡　康子

11月26日 金 新居浜市生涯学習センター
すぐに役立つ介護講座⓸
　～認知症高齢者のケア～

金田　由美子

11月29日 月 今治市伯方地域包括支援センター
（家族介護教室・今治市吉海学習交流館）

イライラと上手に付き合うコツ
　～アンガーマネジメントについて～

石井　真奈

11月29日 月 今治市伯方地域包括支援センター
（家族介護教室・今治市宮窪公民館）

イライラと上手に付き合うコツ
　～アンガーマネジメントについて～

石井　真奈

11月30日 火
愛媛県教育委員会事務局
中予教育事務所

介護基礎講座
命を守る介護講座

金田　由美子

11月30日 火 今治市社会福祉協議会伯方支部
（ボランティア研修会）

認知症の人と暮らしていくには 金田　由美子

12月1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）

生き活きした暮らしを支えるための介護のコツ 金田　由美子

12月1日 水 大洲市社会福祉協議会
（大洲市在宅福祉推進員研修会）

成年後見制度を学びましょう！ 山本　豪

12月3日 金 砥部町社会福祉協議会
（アクティブシニアボランティア養成講座）

いつまでも元気にいきいきと！
お手軽体操で地域に集まろう！

松岡　栄二郎

12月7日 火 西条市在宅介護支援センター光風館
（西条市禎瑞公民館）

高齢者に対する災害時の対応 鵜久森　陽子

12月7日 火 松山市地域包括支援センター城北
（堀江公民館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

12月10日 金 新居浜市生涯学習センター すぐに役立つ介護講座 金田　由美子

12月13日 月 砥部町社会福祉協議会
（アクティブシニアボランティア養成講座）

コミュニケーション技術（受容・共感・傾聴）
を身につけよう！

金田　由美子

12月13日 月 松山市地域包括支援センター城北
（堀江公民館東大栗分館）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

12月13日 月 四国中央市役所高齢介護課
（四国中央市ふれあい相談員連絡会）

コロナ禍における介護サービス相談員
活動について

窪田　里美

12月14日 火 大洲市社会福祉協議会
（大洲市肱川保健センター）

Withコロナ時代における
サロンのレクリエーション

久保田　加寿美

12月15日 水 西条市社会福祉協議会
（ぬくもりボランティア福祉サービス事業協力会員研修会）

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

12月17日 金 新居浜市訪問介護事業所職員連絡会 不適切ケア・高齢者虐待防止の視点について 森川　隆

12月20日 月 大洲市社会福祉協議会
（大洲市長浜保健センター）

Withコロナ時代における
サロンのレクリエーション

久保田　加寿美

12月22日 水 松山市地域包括支援センター城北
（内宮ふれあいセンター）

コロナ禍でのお口のケア 阿部　博恵

12月23日 木 大洲市社会福祉協議会
（大洲市総合福祉センター）

Withコロナ時代における
サロンのレクリエーション

久保田　加寿美
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1月12日 水 愛媛県老人クラブ連合会
（女性リーダー研修会）

人生100年時代をイキイキと 中田　康晴

1月17日 月 愛媛県立新居浜南高等学校（オンライン） 排泄の介護 金田　由美子

1月20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）

認知症予防
　～今日から見直す生活習慣～

高岡　康子

1月28日 金 新居浜市生涯学習センター（オンライン）
すぐに役立つ介護講座⓸
　～生活リハビリとは何か～

金田　由美子

2月4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）

認知症サポーター養成講座
　～認知症の基本的理解と認知症介護の心構え～

森川　隆

2月4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17日 木
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）

認知症サポーター養成講座
　～認知症の基本的理解と認知症介護の心構え～

森川　隆

2月17日 木
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18日 金 松山市地域包括支援センター城北
知っておきたい高齢者虐待防止・
発見時の対応について

仙波　直也

2月24日 木 伊方町地域包括支援センター 男性介護者のつどい　～介護の基本とコツ～ 井上　和弘

2月24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）

生き活きした暮らしを支えるための介護のコツ 金田　由美子

3月4日 金 愛南町地域包括支援センター
（愛南町介護支援専門員研修会）

地域で共生社会を描きながら向き合う「相談」という
業務について　～重層的支援体制整備事業に向けて～

西村　幸

3月15日 火 松山看護専門学校 介護の役割 金田　由美子

3月15日 火 東温市地域包括支援センター
認知症の病態、認知症の人への接し方の理解
（入門編）

杉本　詠二

3月17日 木 松山看護専門学校 介護の役割 金田　由美子

3月18日 金 砥部町保健センター アンガーマネジメント 石井　真奈

3月18日 金 東温市地域包括支援センター
認知症の病態、認知症の人への接し方の理解
（応用編）

杉本　詠二

3月26日 土 東雲地区民生児童委員協議会 高齢者とのコミュニケーション 金田　由美子

3月27日 日 今治市社会福祉協議会朝倉支部 災害時における高齢者への生活支援 鵜久森　陽子
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