
平成２６年度　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師

4月5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11日 金 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15日 火 西予生活研究協議会 認知症の方との関わり方と予防 杉本　詠二

4月16日 水 西予市老人福祉施設協議会 お薬との上手な付き合い方 澤田　乙吉

4月19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

5月16日 金 松山市地域包括支援センター
中島

認知症の理解と関わり方 井上　和弘

5月19日 月 東温市教育委員会 健康な体づくりと認知症予防 藤田　健次

5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

5月24日 土 伊方町精神保健ボランティア ストレスの解消法 野本　ひさ

5月25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

5月28日 水 松前町保健福祉部保険課 身体拘束について 藤田　健次

6月1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

6月4日 水 伊予市市民福祉部長寿介護課 介護相談員の傾聴について 森川　隆

6月13日 金 内子町グループホーム連絡会 住み慣れた場所での看取りのあり方 永井　康徳

6月13日 金 新居浜市社会福祉協議会 在宅介護の記録 藤田　健次

6月13日 金 アユーラ居宅介護支援事業所
（世話人）

居宅サービス計画と障がい福祉サービス 伊藤　由美

6月15日 日 松山市シルバー人材センター 介護職員としての基本の心構え 藤田　健次

6月20日 金 ＪＡＷＡさらさ湯ノ浦（今治市） 認知症の人への理解と関わり方 髙橋　正子

6月21日 土
松山市シルバー人材センター
中島

バランスのとれた食事と栄養 佐藤　光子

6月25日 水 新居浜市要介護者家族の会
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25日 水 ボランティア友の会（松山市） 接遇とコミュニケーション 玉井　幸江

6月26日 木 今治市社会福祉協議会
伯方支部

サロンで出来るレクリエーション 久保田　加寿美

6月26日 木
松山市地域包括支援センター
桑原・道後

「足の健康」ウォーキングを学ぼう 御堂　正江

6月29日 日
県福祉レクリエーション研究会
ネットワーク

ハンドマッサージ体験と体にいい食べ物の話 石井　美香

6月30日 月 大洲喜多法人会女性部 介護をうまく乗り切るために 矢川　ひとみ

7月3日 木 愛媛銀行 認知症サポーター養成研修 近藤　誠

7月5日 土 傾聴ボランティアひだまり 認知症の方に寄り添うために 小椋　真吾

7月8日 火 愛媛銀行 認知症サポーター養成研修 近藤　誠

7月11日 金 東温市地域包括支援センター 介護技術（口腔体操～食事介助） 阿部　博恵

7月11日 金 西条市小松地区民生児童委員
協議会

家族・民生委員・地域の関わりと
制度・サービス活用

小椋　真吾

7月15日 火 在宅介護支援センター愛寿荘 腰への負担が少ない移乗方法を学ぶ 矢川　ひとみ
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日　付 曜日 主催者 講座名 講師

7月16日 水 東予地区老人福祉施設協議会 介護記録の書き方 藤田　健次

7月16日 水 内宮ふれあいセンター 笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

7月17日 木 松山市雄郡公民館 認知症についての理解と心構え 森川　隆

7月18日 金 松山市雄郡公民館 認知症についての理解と心構え 井上　和弘

7月19日 土 今治市社会福祉協議会
宮窪支部

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

7月23日 水 三芳公民館 認知症について 近藤　誠

7月24日 木 松山市地域包括支援センター
中島

認知症の理解と関わり方 井上　和弘

7月28日 月
八幡浜市地域密着型
サービス連絡会議

介護職員のストレスケアについて 森川　隆

7月29日 火 今治市社会福祉協議会 認知症の方の気持ちの理解と関わり方 髙橋　正子

7月30日 水 愛南町社会福祉協議会 認知症の方の気持ちの理解と関わり方 杉本　詠二

8月1日 金 公立学校共済組合愛媛支部 すぐに役立つ介護 矢川　ひとみ

8月2日 土 安寿会（お達者塾） 笑いヨガで楽しく一緒に笑って健康に！ 丹下　隆清

8月6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7日 木 公立学校共済組合愛媛支部 すぐに役立つ介護 矢川　ひとみ

8月8日 金 県立上浮穴高校 心の通い合うコミュニケーション 野本　ひさ

8月8日 金 新居浜市社会福祉協議会 高齢者虐待について 岸　治代

8月11日 月 松山市地域包括支援センター
中島

認知症の理解と関わり方 井上　和弘

8月20日 水 大洲市地域包括支援センター 在宅でのターミナルケアについて 井上　和弘

8月20日 水 砥部町教育委員会
高齢者の人権
「自立支援」と「尊厳の保持」

近藤　誠

8月21日 木 東温市福祉館 認知症と介護について 森川　隆

8月22日 金 愛南町社会福祉協議会
楽らく介護技術
～体に負担のかけない介護技術～（家庭版）

矢川　ひとみ

8月28日 木 愛南町地域包括支援センター 認知症の人の気持ちを知ろう！ 森川　隆

8月29日 金 認知症予防ケアサロン笑日 認知症の予防＆改善　スリーＡ体験フォーラム 高林　実結樹

8月30日 土
今治市社会福祉協議会
宮窪支部

老い方と介護
～介護する側される側、あなたが望む介護とは～

近藤　誠

9月2日 火 東予地区老人福祉施設協議会 職員のやりがいにつながる取組み 井上　和弘

9月3日 水
アユーラ居宅介護支援事業所
（世話人）

在宅生活に活かせる介護技術 古田口　真

9月5日 金 県人権対策協議会 介護を通して高齢者の人権を考える 岡田　多恵子

9月5日 金 愛南町社会福祉協議会 心と身体のケア（笑いのヨガ） 丹下　隆清

9月6日 土 松山市シルバー人材センター
中島

認知症　基本のき 森川　隆

9月9日 火 松山市シルバー人材センター
北条

介護の心構えと介護技術 藤田　健次

9月9日 火
内子町教育委員会
五十崎自治センター

高齢者の人権 杉本　詠二
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平成２６年度　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師

9月11日 木 今治市社会福祉協議会
吉海支部

サロンで使えるレクリエーション 久保田　加寿美

9月12日 金 松山市地域包括支援センター
西地区

認知症サポーター養成講座 吉木　邦子

9月19日 金 新居浜市訪問介護事業所連絡会 接遇について 亀岡　さちこ

9月24日 水 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

9月26日 金 西条市高齢介護課 高齢者のこころの健康 塩﨑　定義

9月29日 月 今治市社会福祉協議会
宮窪支部

地域における支え合い
～いつまでも安心して、楽しく暮らすために～

近藤　誠

9月29日 月 松山市社会福祉協議会 介護の通訳（聴覚障害者） 矢川　ひとみ

10月1日 水 伊予市民生児童委員協議会
認知症の早期発見のポイント、認知症家族への
接し方

中矢　暁美

10月3日 金 松山市立湯山中学校 ハンドトリートメントケアについて 後藤　友美

10月4日 土 安寿会（お達者塾） 認知症の基本的理解 森川　隆

10月10日 金 今治市社会福祉協議会
大三島支部

お薬との上手な付き合い方 岡本　道周

10月15日 水 伊方町老人クラブ連合会 高齢者の食事について 堺原　千惠

10月15日 水 今治市伯方地域包括支援センター エンディングノートについて 森川　隆

10月16日 木 愛媛県生涯学習センター（合同） 高齢者とお薬 縄田　幸裕

10月19日 日 松山市シルバー人材センター 適切な記録のとり方 藤田　健次

10月21日 火 とうおん健康づくりの会
心からの笑顔に繋がるオイルトリートメントで
癒しの時を！

石井　美香

10月23日 木 松山市シルバー人材センター 笑って元気・笑いヨガ 丹下　隆清

10月27日 月 ふれあいサロン・お～い
元気か～い

笑いヨガ 丹下　隆清

10月27日 月 四国中央市高齢介護課
認知症の方へのかかわり方
～コミュニケーション技法を高めよう！～

河野　久美子

10月27日 月 宇和島市女性団体連絡協議会
宇和島支部

男も女も共に介護を 古田口　真

10月31日 金 県保健福祉部 民生児童委員のメンタルヘルスについて 森川　隆

11月5日 水 東予地区老人福祉施設協議会
（世話人：特養瑞鶴荘）

チームケアの中での介護支援専門員の役割 藤田　健次

11月6日 木 愛媛県生涯学習センター（合同）
口腔ケアの大切さ
～素敵な笑顔でハッピー～

松井　寛子

11月11日 火
今治市社会福祉協議会
関前支部

健康の秘訣は笑いから!!
～一人でできる笑いヨガを学ぼう～

丹下　隆清

11月12日 水 愛媛県老人クラブ連合会 食べる楽しみいつまでも 阿部　博恵

11月13日 木 県立伯方高校
認知症について
～認知症の理解、認知症の方との接し方など～

髙橋　正子

11月14日 金 西予市野城総合福祉協会 お薬との上手な付き合い方 縄田　幸裕

11月15日 土 東予地区老人福祉施設協議会（世話人：
デイサービスセンターひまわり）

通所介護における認知症ケア 近藤　誠

11月18日 火 西予市明浜町老人クラブ（女性部）
自分と身近な人へのご褒美大作戦
～優しいハンドケアを学び、実践しよう！～

石井　美香

11月21日 金 県長寿介護課 認知症の理解 杉本　詠二

11月21日 金 県長寿介護課
介護実技　～体に負担のない介護技術～
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修）

矢川　ひとみ
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平成２６年度　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師

11月22日 土 松山市シルバー人材センター
中島

介護保険のしくみとその利用法 藤田　健次

11月26日 水 三芳公民館 楽ラク！介護実技講習 門田　千春

11月27日 木 新居浜市通所介護事業所連絡会 認知症の理解とケア
～笑顔とありがとうのために～

近藤　誠

12月3日 水 伊方町老人クラブ連合会
三崎支部

生き生きと生活するために 森川　隆

12月3日 水 県老人クラブ連合会（合同） 我が家の生前整理を考えてみよう 吉岡　尚美

12月4日 木 県生涯学習センター（合同） 楽しく体を動かそう 久保田　加寿美

12月7日 日 愛南町社会福祉協議会 職員の更なる資質向上に向けて
コミュニケーション能力を養う

河野　久美子

12月8日 月
今治市社会福祉協議会
上浦支部

アロマセラピー 石井　美香

12月8日 月 きくぞのケアパーク訪問介護
事業所（代表）

感染症の予防と対策を学ぼう 早川　光江

12月9日 火 八幡浜市地域密着型
サービス連絡協議会

介護施設のリスクマネジメントについて 森川　隆

12月16日 火 山西ふれあいサロン 介護保険の利用の仕方について 藤田　健次

12月18日 木 四国中央市介護支援専門員
連絡協議会

在宅での看取り 一井　美哉子

1月14日 水 いきいきサロン東長戸 メイクセラピー 三好　美香

1月15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 木 県生涯学習センター（合同） 認知症の理解とその方との関わり方 森川　隆

1月16日 金 新居浜市訪問介護事業所連絡会 認知症について 井上　和弘

1月23日 金 県地域密着型サービス協会
（南予地区）

職員のストレス解消 森川　隆

1月30日 金 大洲市高齢福祉課 接遇について 亀岡　さちこ

1月31日 土 特養老人ホームあさひ苑（代表） 老人介護　基本の「き」 三好　春樹

2月1日 日 県福祉レクリエーション研究会
ネットワーク

正しく体を動かそう 藤田　健次

2月4日 水 地方職員共済組合愛媛県支部 介護の心構え（県退職者セミナー） 藤田　健次

2月5日 木 東温市地域包括支援センター 具体的事例を用いた効果的な認知症ケア
について

森川　隆

2月5日 木
今治市社会福祉協議会
上浦支部

食べることは生きる力 松本　孝子

2月7日 土
松山市地域包括支援センター
小野・久米地区

タオルで体を動かしましょう 藤田　健次

2月10日 火 愛媛県保健福祉部・上島町
介護のいろは　～コツを押さえて楽しく介助～
（アクティブシニア介護ボランティア養成研修）

門田　千春

2月10日 火 愛南町地域包括支援センター 介護をうまく乗り切るために 矢川　ひとみ

2月12日 木 地方職員共済組合愛媛県支部 介護の心構え（県退職者セミナー） 藤田　健次

2月14日 土 松山市シルバー人材センター 訪問介護職員の接遇の確保・倫理及び法令順守 亀岡　さちこ

2月16日 月 松山市社会福祉協議会 認知症とは 井上　和弘

2月17日 火 松山法人会第４支部 うまく介護を乗り切るために 矢川　ひとみ

2月22日 日 宇和島市女性団体連絡協議会 笑って元気・楽しい笑いヨガ 丹下　隆清
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平成２６年度　出前講座

日　付 曜日 主催者 講座名 講師

2月23日 月 愛媛県保健福祉部・砥部町
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）

藤田　健次

2月23日 月 伊予市社会福祉協議会 認知症の理解とコミュニケーション 井上　和弘

2月26日 木 上川原ふれあいセンター エンディングノートについて 森川　隆

2月28日 土 地域密着型事業所合同家族会
（代表：グループホーム香り草）

家族の思いと事業所の役割 井上　和弘

2月28日 土 今治市社会福祉協議会
朝倉支部

老いても明るい、ふくしのまちづくり 杉田　尚緒子

3月2日 月 愛媛県保健福祉部・砥部町
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）

藤田　健次

3月3日 火 松山市地域包括支援センター
北条

笑って元気・楽しいヨガ 丹下　隆清

3月4日 水 伊予市社会福祉協議会 エンディングノート作り　～自分史を作ろう～ 森川　隆

3月4日 水 伊予市社会福祉協議会 笑いヨガで楽しくリフレッシュ！ 丹下　隆清

3月9日 月 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

3月9日 月 今治社会福祉協議会
大三島支部

食事をとおして健康を保つ 佐藤　光子

3月10日 火 地域事業所合同研修会
（代表：ウェルケア高浜）

みとり介護　～自分らしい死に方とは～ 井上　和弘

3月12日 木 県地域密着型サービス協会
（南予地区）

事例検討会 藤田　健次

3月16日 月 今治市社会福祉協議会
大西支部

笑って元気！楽しい笑いヨガ 丹下　隆清

3月18日 水 鈍川あおぞらサロン バランス診断とタオルを使った体操 塩﨑　定義

5 / 5 ページ


