
平成２５年度　出前講座

月日 曜 主催者 講座名 講師名

4月6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

4月12日 金 愛媛銀行
新入行員研修
（認知症サポーター養成研修）

近藤　誠

4月13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

4月20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

4月20日 土 愛媛県中予地区介護福祉士会
リスクマネージメントにおける
記録と報告

藤田　健次

4月23日 火 八幡浜市食生活改善推進協議会 生き生きと生活していくために 森川　隆

5月19日 日
特別養護老人ホーム
しいのき園（家族会）

認知症 森川　隆

5月22日 水 砥部町食生活改善推進協議会 高齢者の食事 佐藤　光子

5月22日 水
松山地域包括支援センター西
（グループホーム連絡会）

災害時の応急対応 加地　弘明

5月25日 土
内子町母子寡婦福祉連合会
（内子町保健福祉課）

健康に生きる 杉田　尚緒子

5月25日 土
伊方町精神保健
ボランティアグループ

笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清　

5月27日 月 松前町保険課 介護相談員の役割と心構え 井上　和弘

5月28日 火 伊方町保健介護課 今、求められる認知症のケア 井上　和弘

6月1日 土 傾聴ボランティアひだまり
認知症の人との
コミュニケーションのとり方

井上　和弘

6月3日 月 東温市民生児童委員協議会 今のレクレーションをより楽しくするには？ 久保田　加寿美

6月5日 水 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

入船　啓一

6月17日 月 新居浜市社会福祉協議会
「浮腫のケア」
～日常生活の中でできる取組～

西井　友美

6月18日 火 とうおん健康づくりの会
とびっきり笑って
１００歳まで現役エクササイズ

川口　みどり

6月25日 火 伊予市長寿介護課 メンタルヘルスについて 森川　隆

6月26日 水 いきいきサロン東長戸
ターミナルケア
～やすらかな死を迎えるために～

井上　和弘

6月27日 木 新居浜市要介護者家族の会
認知症になっても地域で
安心して暮らすために

近藤　誠

7月5日 金 大洲市高齢福祉課 スタッフのメンタルケアについて 田中　朋子

7月7日 日 新居浜市社会福祉協議会 コミュニケーションについて 伊賀上　明子

7月8日 月 松山市地域包括支援センター中島 高齢者とお薬 澤田　乙吉

7月12日 金 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13日 土 松山市シルバー人材センター中島 認知症状態がある人の気持ちを知ろう 井上　和弘

7月17日 水
内宮ふれあいセンター
（松山市人権啓発課）

みんなで楽しむレクレーション 久保田　加寿美

7月18日 木 南高井病院
認知症の方との接し方
（公開講座）

杉本　詠二

7月21日 日 新居浜市社会福祉協議会 コミュニケーションについて 伊賀上　明子

7月22日 月 伊予市ボランティア連絡協議会 楽しみながら交流を深めよう 久保田　加寿美

7月24日 水 松山市地域包括支援センター西地区 遺産相続について 木原　道雄

8月7日 水 東温市社会福祉協議会
衛生面における留意事項と
高齢者に適した食事

松本　孝子
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8月9日 金 公立学校共済組合愛媛支部 認知症の話とセラピューティック・ケア 門屋　征洋

8月12日 月 新居浜市社会福祉協議会
身につけよう！心の通じ合う
コミュニケーション技術

野本　ひさ

8月20日 火 双海地区社会福祉協議会 高齢者のバランス食を作ろう 佐藤　光子

8月24日 土 松山市シルバー人材センター 認知症の方への接し方 森川　隆

8月25日 日 松岡料理教室 介護の基本的知識・サービス制度 森川　隆

8月27日 火 県老人クラブ連合会 認知症の理解とコミュニケーション 井上　和弘

8月28日 水 公立学校共済組合愛媛支部 認知症の話とセラピューティック・ケア 門屋　征洋

8月28日 水 愛南町 高齢者への配慮と人権について 近藤　誠

9月1日 日 久万高原町母子寡婦福祉会 認知症を理解し、地域で支える 近藤　誠

9月3日 火 ㈱えひめメディコ―プ 認知症の理解とケア 井上　和弘

9月7日 土 松山シルバー人材センター その人にあった食事の形態 佐藤　光子

9月9日 月 新居浜市社会福祉協議会 笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

9月10日 火 今治市社会福祉協議会大三島支部 エンディングノートについて 森川　隆

9月17日 火 双海地区社会福祉協議会 笑って楽しんで介護しよう 久保田　加寿美

9月17日 火 松山市地域包括支援センター城北 楽しく歩くための健康な足作り 御堂　正江

9月26日 木 県生涯学習センターと共催 楽しく体を動かそう 久保田　加寿美

9月30日 月 西予市社会福祉協議会 認知症との係わり方について 杉本　詠二

10月4日 金 松山市立湯山中学校 セラピューティック・ケアについて 門屋　征洋

10月8日 火 愛媛県人権対策協議会 認知症と介護について 森川　隆

10月10日 木 松山市シルバー人材センター
個人家庭の清掃に関わる時の
ポイント

玉井　幸江

10月17日 木 県生涯学習センターと共催 高齢者とお薬 縄田　幸裕

10月18日 金 伊予市社会福祉協議会
認知症予防のお話と
レクリエーション

武井　剛

10月18日 金 松野超地域包括支援センター
介護・看護職の記録の書き方
～記録の大切さを知るために～

井上　和弘

10月21日 月 吉田社会福祉協議会 地域で支えあう認知症 井上　和弘

10月21日 月 四国中央市高齢介護課
介護予防の視点について
～予防の強化につながる訪問介護～

岸　治代

10月22日 火 松山青色申告会女性部 転倒を予防しましょう 藤田　健次

10月22日 火 松山市地域包括支援センター城北 楽しく歩くための健康な足作り 御堂　正江

10月24日 木 ふれあいサロン久万ノ台
ターミナルケア
～やすらかな死を迎えるために～

井上　和弘

10月24日 木  アユーラ居宅介護支援事業所（世話役） 介護保険と障がい者施策 増田　晋資

10月26日 土  介護老人保健施設パール荘（世話役）  基礎から学ぶ高齢者虐待と身体拘束 小椋　真吾

10月28日 月 今治市社会福祉協議会宮窪支部 在宅で看取る介護の心構えとは 近藤　誠

10月30日 水 日本郵政㈱四国支社 認知症サポート養成講座 近藤　誠
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10月30日 水 今治市社会福祉協議会関前支部
楽ラク！介護技術講習
～体に負担のない介護技術～

門田　千春

11月6日 水 内子町食生活改善推進協議会 生き活き過ごすために 森川　隆

11月7日 木 県生涯学習センターと共催 口腔ケアの大切さ 松井　寛子

11月11日 月 今治市社会福祉協議会宮窪支部 認知症の方とのコミュニケーション方法 井上　和弘

11月12日 火 松山市シルバー人材センター 訪問介護員の接遇の確保 亀岡　幸子

11月14日 木
今治市社会福祉協議会
デイサービスセンター菊間

レクリエーションとは 久保田　加寿美

11月19日 火 今治市社会福祉協議会関前支部
認知症の理解
～自分たちのできること～

門田　千春

11月19日 火
松山市地域包括支援センター
小野・久米地区

からだ快善コンディショニング 川口　みどり

11月21日 木 松山人権擁護委員協議会 認知症について学ぶ 近藤　誠

11月22日 金 新居浜市通所介護事業所連絡会 往き復きを支える介護 下山　名月

11月23日 土 松山市シルバー人材センター道後地区 エンディングノート（終活） 森川　隆

11月26日 火 松山市地域包括支援センター城北 楽しく歩くための健康な足作り 御堂　正江

12月3日 火 今治市社会福祉協議会 異常時の早期発見のポイント 中村　登美江

12月5日 木 県生涯学習センターと共催 介護予防について 藤田　健次

12月6日 金 粟井地区社会福祉協議会 いきいき健康教室 松本　孝子

12月11日 水 ふれあいサロンたんぽぽ ターミナルケア 井上　和弘

12月11日 水 愛南町長 介護の心構え 矢川　ひとみ

12月12日 木 県老人クラブ連合会 終活や生前整理等について 森川　隆

12月15日 日 松山シルバー人材センター 介護に係る接遇・倫理 亀岡　幸子

12月17日 火 松山市地域包括支援センター城北 楽しく歩くための健康な足作り 御堂　正江

1月14日 火 松山市シルバー人材センター北条 口腔ケア 阿部　博恵

1月18日 土 大洲市社会福祉協議会
認知症の方が安全安心に暮らすために
地域で出来ること

近藤　誠

1月20日 月 精神保健居場所作りグループきらら 楽しみながら交流を深めよう 久保田　加寿美

2月2日 日 今治市社会福祉協議会伯方支部 笑いヨガ 丹下　隆清

2月3日 月 いきいきサロン出作 認知症について 井上　和弘

2月13日 木 大洲市地域包括支援センター
ターミナルケア
～家族との関わり～

井上　和弘

2月15日 土 松山市シルバー人材センター
介護保険事業に係わる者の
資質向上

亀岡　幸子

2月16日 日 県ホームヘルパー協議会 笑いヨガ 丹下　隆清

2月18日 火 松山市地域包括支援センター小野・久米 からだの底力　骨盤底筋力ＵＰ 川口　みどり

2月18日 火
アユーラ居宅介護支援事業所
（世話役）

自己覚知から学ぶ 古田口　真

2月20日 木 （福）三善会 お薬と上手に付き合う方法 澤田　乙吉

2月22日 土 県ホームヘルパー協議会 笑いヨガ 丹下　隆清
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2月23日 日 県地域密着型サービス協会 基本の介護技術を身につけよう 矢川　ひとみ

2月23日 日 県ホームヘルパー協議会 笑いヨガ 丹下　隆清

2月24日 月 伊方町社会福祉協議会
サロンで使う介護予防運動と
レクリエーション

杉田　尚緒子

2月25日 火 西予市社会福祉協議会
認知症の方とその家族を
地域で支えるために

杉本　詠二

2月26日 水 今治市社会福祉協議会朝倉支所
食を通じて健康を保つ
～低栄養予防～

佐藤　光子

2月26日 水 県ケアプラン研究会 理にかなった移乗・移動とは 矢川　ひとみ

2月27日 木 今治市社会福祉協議会上浦支所 認知症の早期発見・早期受診 森川　隆

2月28日 金 三津浜中学校
介護士のお仕事と、
なるにはどうしたらよいか

矢川　ひとみ

3月5日 水 今治市社会福祉協議会大三島支部
住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために

井上　和弘

3月7日 金 今治市伯方地域包括支援センター 尊厳を支える看取り 高橋　正子

3月8日 土 県中予地区介護福祉士会 明日からできるレクリエーション 久保田　加寿美

3月11日 火 今治市在宅介護支援センターさいせい 認知症の方との関わり方 杉本　詠二

3月12日 水 今治市伯方地域包括支援センター 笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

3月17日 月 伊予市社会福祉協議会 みんなで楽しむレクリエーション 久保田　加寿美

3月20日 木 松山歯科衛生士専門学校 食育に関すること 松本　孝子

3月28日 金 県ケアプラン研究会 必ず元気になる秘訣 森川　隆
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