平成２４年度 スミセイさわやか介護セミナー 開催内容
開催都市 開催日

札幌

３/７
・１６

帯広

２/５

北見

１０/２８

仙台

２/２３

秋田

１０/３１

共催新聞社

内容

講師 （敬称略）

トークショー（母に会いに行くということ）２
岡野雄一（漫画家・シンガーソングライ
北海道新聞社 ３３名、体験教室（身の回りの物を利用し
ター）、専門学校北海道福祉大学校
た、らくらく移動介護）３６名

基調講演①（お茶で心身をすこやかに）、
家常和（日本茶インストラクター）、小泉恵
基調講演②（頭の休息・こころの安らぎ・
十勝毎日新聞社
理（体喜操）、田原総一朗（ジャーナリス
からだの健康）、特別講演（田原流、自分
ト）
らしく生きる）４００名

北海道新聞社 第１講（自分らしく生きるために）、第２講
北見支社
（男性介護のリアリティー）９７名

河北新報社

講演（被災地支援と介護予防）１０９名、実
習 ①介護実習（楽・楽介護）４６名、②レ
クリエーション講座（レクリエーションで楽
しく健康に）５０名、③歯科衛生講座（身
体の健康はお口から～咬むことの効用
～）３９名

宮崎和加子（健和会・看護介護政策研究
所 所長）、小番一弘（北海道男性介護
者と支援者のつどい 事務局長）

辻一郎（東北大学大学院医学系研究科
教授）、庄司香織（仙台医療福祉専門学
校・介護福祉士）高橋香（同・看護師）、中
曽根裕（同・福祉レクリエーションワー
カー）、大宮由布子（同・歯科衛生士）

演劇（家族の絆）、講演（認知症学事始）３ 河辺わさび座、長田乾（秋田県立脳血管
２０名
研究センター 神経内科学研究部長）
秋田魁新報社

大仙

１１/１０

山形

７/２９

郡山

１２/１

介護実技講習(笑顔でやさしい、さわやか 安田茂子（県立リハビリテーション・精神
介護セミナー～やさしい在宅介護の実技 医療センター 看護部長）、佐藤明巳(同
～)７０名
看護部次長)他

山形新聞社

柿﨑由美子（山形県看護協会 訪問看護
講演①（医療と看護と介護の連携）、講演
ステーション新庄所長）、小谷あゆみ（ア
②（介護の達人は人生の達人）１３２名
ナウンサー・エッセイスト）

福島民報社

講演（介護について）１４３名、介護技術
の紹介（基本的な介護）・介護体験など
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福島県介護福祉士会

開催都市 開催日

１２/１０
宇都宮
・１８

前橋

水戸

甲府

千葉

さいたま

松本

岐阜

１０/１３

１１/３

共催新聞社

内容

講師 （敬称略）

下野新聞社

講演①（在宅ケアの現状と課題～未来の
安心で幸せの花を咲かせよう～）、講演②
（これからの介護に備えて）２４９名、介護
実習（高齢者の動きを体験～疑似体験を
通してその人に合った介助を考えよう～）
２０名

菅野安子（ＮＰＯ法人グループたすけあ
いエプロン 理事長）、生島ヒロシ（フリー
アナウンサー）、永島恵子（医療法人中山
会宇都宮記念病院 教育師長）

上毛新聞社

第一部 講演会（絆）、第二部 講演会
市田ひろみ（服飾評論家・エッセイスト）、
（する人、される人にも幸せな、頑張らな
野原すみれ（介護アドバイザー）、群馬県
い介護）、介護実習セミナー（口腔ケアに
介護研修センター職員(介護福祉士)
ついて）１７２名

茨城新聞社

介護講座（初心者むけの在宅介護教室
小平美代子、黒木勝紀（茨城県介護福祉
－この指とまれ－）４４名、講演（認知症の
士会）、宮本武典（認知症の人と家族の
家族を持って）、講演（母の介護に携わっ
会茨城県支部代表）、大沢逸美（女優）
て）１８２名

介護実技（①講師による実技に関する説
明②ベッド・車椅子を利用した実技指
小俣登喜子（優和福祉専門学校）、やさし
１１/２３ 山梨日日新聞社
導）、講演（未来の介護はみんなの介護） い手甲府、ダンカン（タレント）
２５０名

千葉日報社

講演セミナー第1部（認知症とは？「予防」
「なってしまったら」－最新研究でわかっ
てきたこと－）、第2部（母の介護に携わっ
て－今後の福祉に望むこと－）１４４名、
実技セミナー（－こんなに楽になった介護
－介護技術の進歩に伴い、新しい技術で
介護しよう）６７名

吉山容正（国立病院機構千葉東病院 神
経内科医長）、大沢逸美（女優）、境野み
ね子（千葉県ホームヘルパー協議会 会
長）他

埼玉新聞社

第一部 講演会（１８歳からの親の介護で
感じたこと）、第二部 シンポジウム（正しく
介護を理解し楽しい生活を）、介護実習
セミナー（心が動けばからだも動く～自分
の体の動きを知ろう～）２００名

町亞聖（フリーアナウンサー）、内野善
生（介護老人保健施設グリーンビレッジ
安行施設長・医師）、小嶋一也（埼玉県
社会福祉協議会 権利擁護センター所
長）、佐藤薫（かんな福祉専門学校）

第１回セミナー（認知症とつきあう）１７９
１０/１５
名、第２回セミナー（介護をめぐって－現
・２２ 信濃毎日新聞社
場からの報告－）１６２名、第３回セミナー
・２９
（ちょっとの工夫でらくらく介護）１５３名

宮下暢夫（宮下医院 院長）、八田桂子
（（有）創生活環境運営 高齢者福祉事業
所統括管理者）、鈴木健児ほか（松本医
療福祉専門学校）

２/９・
１０

１/２７

１/２０
・２６

岐阜新聞社

基調講演 第1部（認知症を知る～認知
症の最新情報 診断から介護まで～）、第 鷲見幸彦（医師）、落合恵子（作家）、渡
2部（愛する人を介護するとき、されるとき） 辺尚行（介護支援専門員・福祉用具プラ
３８３名、介護実習（知らないと損をする！ ンナー）
負担軽減介護の豆知識）３１名
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開催都市 開催日

浜松

津

富山

１０/１２

１/１８

共催新聞社

内容

講師 （敬称略）

静岡新聞社

講演（静岡県の高齢化の現状と認知症総
合対策について）、講演（福祉用具の効
果的な使用に向けて）、特別講演（私の
介護～愛と感動の家族物語～）、体験実
習（福祉用具の解説・体験）９９名

大石玲子（静岡県健康福祉部福祉長寿
局長）、山本一志（（社）日本福祉用具供
給協会静岡県ブロック事務局、全国福祉
用具専門相談員協会事務局長）、荒木由
美子（タレント）、（社）日本福祉用具供給
協会静岡県ブロック）

伊勢新聞社

来て・見て・体験 三重県介護福祉養成
施設協議会による発表会（介護を学ぶ学
生による介護教室）５００名、講演（どうとら
える介護－認知症ケアを通して－）、福祉
用具体験コーナー

三重介護福祉専門学校、ユマニテク医
療福祉大学校、高田短期大学、鈴鹿オ
フィスワーク医療福祉専門学校、和田
行男（介護福祉士）

１０/８
北日本新聞社

魚津

１１/１７

金沢

１/２４
・２/１２

福井

草津

奈良

１１/９
・１０

３/５
・６

１/１０
・１６
・１７

講演会セミナー さわやか講演会（ヘレン
西川ヘレン（タレント）、中川彦人（新川地
のもういや！多重介護奮戦録）、特別レク
域在宅医療療養連携協議会長・下新川
チャー（最新の在宅ケア事情について）２
郡医師会長）
３８名、
介護実技セミナー（いざ介護が必要に
なったとき、どうしますか）１６名

新川老人福祉会スタッフ

北國新聞社

講演会（介護について）１８１名、介護実
習１１２名

福井新聞社

講演（認知症、今できることは？）、実技
（ミュージック・ケア～笑顔を取り戻す音楽
の力～）、講演（自分らしく生きるための
“成年後見制度”）１２５名、講演（介護に
ついて）、講演（ケアが必要な方の食事に
ついて～食べることが生きること～）、公演
（認知症の方への接し方）１７０名

松原六郎（公益財団法人松原病院 代表
理事）、宮本啓子（ＮＰＯ法人日本ミュー
ジック・ケア協会 代表）、桶川千枝（加佐
ノ岬倶楽部 音楽療法研究所 主任）、水
野正伸（福井県医療福祉専門学校 学科
長）、阿部喜代子（社会保険高浜病院
栄養課長）、円山ひまわり劇団

京都新聞社

講演（認知症とは？―早期発見のポイン
トと最新の治療について―）、講演（その
人らしくをささえる地域包括ケアをすすめ
ましょう）１１６名、講演（認知症の人の生
活は皆でつながってこそ支えられる）、講
演（尊厳あるくらしを目指して―”～だか
ら”から”～であっても”へ―）８１名

松井大（大津赤十字病院 神経内科部
長）、小川薫子（草津市地域包括支援セ
ンター 所長）、松田桜子（琵琶湖病院
副院長）、西川健一（特定非営利活動法
人あさがお 相談員）

奈良新聞社

第１部－基調講演（認知症の医療と介護
～認知症の人たちとのかかわり）、第２部
－特別講演（我が人生を生きる）８００名、
介護実習 第１日目（ベッドメイキング、
ベッド上での体の移動、車椅子・ベッド間
の移乗等)５０名、第２日目（衣服の着脱、
紙パンツ、簡易トイレの使用法、清潔を保
つ方法や冬場に簡単にできる体の温め
方のアイデア、マッサージ等）５０名

原健二(社会医療法人高清会高井病院
回復期リハビリセンター長、神経内科副
部長）、津川雅彦（俳優、監督）、松本淳
子(日本赤十字社奈良県支部参事）他
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開催都市 開催日

共催新聞社

内容

講師 （敬称略）

神戸新聞社

講演（安心して暮らす老後生活）、講演（リ
ハビリダンディ、夫・野坂昭如と私の介護
記録）１８０名、実技（新しい介護教室～介
護される側もする側も傷つけない介護（介
助）がある～）４０名

安達眞理子（兵庫県介護福祉士会会
長）、野坂暘子（シャンソン歌手）、大塚洋
（新しい介護研究所代表、生活とリハビリ
研究所研究員）

姫路

１２/８
・９

鳥取

第１部講演（一日は一生の縮図～二度と
ない人生だから～）、第２部講演（素敵に 山田修平（鳥取短期大学学長）、石井苗
１１/１７ 新日本海新聞社
元気になる方法～いつまでも美しく～）、 子（女優・ヘルスケアカウンセラー）
トークコーナー２９０名

松江

講演（心をつなぐ介護日記～認知症の義
城戸真亜子（学研・城戸真亜子アートス
３/１６ 山陰中央新報社 母の介護を通じて～）、寸劇（キツネの恩
クール主宰）、劇団幻影舞台
返し）１６３名

徳島

高松

松山

高知

北九州

２/９
・１７

１０/１３
・１６
・１７

１０/２０
・２７

１０/１３
・２０

１１/１３
・１４

徳島新聞社

講演会（世代をつなぐ－逝くを意識しなが
ら元気に生ききる－）４６４名、介護実習
田野道子（ＮＰＯ法人あるでないで徳島
（講義：日中は起きて楽しく過ごしたい～
理事）他、上田房子（四国大学短期大学
起き上がりの工夫と介護～、実習：移乗・
部 教授）
移動の介護技術等）午前３８名・午後３２
名

四国新聞社

セミナー（介護と医療の連携をじょうずに
するために－地域での取り組み－）５７
名、介護実習（ベッドの作り方、寝たまま
でのシーツ交換、体の動かし方、車いす
への移乗の仕方など）午前３３名・午後３２
名、調理実習（家族一緒に介護食）午前２
８名・午後１８名

愛媛新聞社

講演（認知症ケアのコツとあれこれ～今ど
きの精神科診察室風景から～）、健康体
堀口淳（医学博士・精神科医）、忠政啓文
操（歩き方が変われば、人生が変わる！）
（タレント・健康運動指導士）、下山名月
１３５名、講演＆介護実習（介護は快互～
（生活とリハビリ研究所研究員）
介護を受ける側・する側、双方にとって安
全な介護技術～）５８名

高知新聞社

介護体験談（介護と絆）、認知症サポー
ター養成講座（「認知症の基本理解」「認
知症の人と家族を支えるために」）１７８
名、介護実習（「自立生活を支える排泄介
護」「健康管理でよい介護」）１２２名

松岡時規子、堀川俊一（高知市保健所
所長）、上田冬（キャラバンメイト）、岡﨑俊
子（看護・介護を考えるくじらの勉強会
代表）

毎日新聞社
西部本社

第1部 講演(質の高い生活を目指すため
に）、第２部 特別講演（心でつながる介
護）１６２名、第１部 講演・実技（介護予
防ヨガで心も体も健やかに）、第２部 講
演・実技（知って得する人の動き）５５名

橋元隆（九州栄養福祉大学 リハビリテー
ション学部長 教授）、荒木由美子（タレン
ト）、浅野由香（全米ヨガアライアンス認定
インストラクター）、坂本親宣（九州栄養福
祉大学 理学療法学科 教授）
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松田和也（医療法人社団松田内科医院
院長・医学博士）、吉岡真砂子（元日本赤
十字社香川県支部）、吉岡淳次（みくりや
倶楽部 代表）

開催都市 開催日

佐賀

１０/１３
・１４

共催新聞社

内容

講師 （敬称略）

佐賀新聞社

講演会（介護と看護の違いについて）１２
０名、介護実習（Aコース 認知症講座「認
知症の方との接し方」）、（Bコース アロマ
で癒しの時間「アロマハンド・フットケア講
座」）、（Cコース 介護予防の為の「太極
拳ゆったり体操」）８０名

石井苗子（女優・ヘルスケアカウンセ
ラー）、多田満（佐賀県認知症介護指導
者）、中尾朱実（予防医学アロマセラピス
ト）、橋本テルヨ（佐賀県武術太極拳連盟
顧問）

熊本

講演（知っていますか、訪問リハビリテー
１２/１
ション）、実技指導（家庭でできる簡単リハ
・９ 熊本日日新聞社 ビリ体操）１１４名、講演１（介護保険制度
の活用法）、講演２（要介護者の口腔ケア
について）９２名

森重康彦（医療法人相生会にしくまもと病
院 理学療法士）、光本しのぶ（(社)熊本
県理学療法士協会 理学療法士）他、藤
井泰彰（熊本県特定施設入居者生活介
護事業者連絡協議会 会長）、松本信久
（（社）熊本県歯科医師会 センター・介護
委員会担当理事）

宮崎

実技講演（みんなで介護予防）３８名、セミ
ナー・講演（知ってて役立つ介護保険制
１０/２６
宮崎日日新聞社 度）、映画上映（生きたい）、健康指導＆
・２７
体操指導（心身（カラダ）元気 健康体操）
２３７名

又木浩二（宮崎市社会福祉協議会 介護
認定調査事務所所長）、富岡賢二（宮崎
県介護支援専門員協会会員)、伊豆博明
（メディカルフィットネスフィオーレ・健康運
動指導士）

鹿児島

浦添

１/２６
・２/２

第１部 基調講演 （介護人材の養成・確
保と介護事業者への期待）、第２部 パネ
南日本新聞社 ルトーク（どこまで地域で暮らし続けること
ができるのか～地域・医療・福祉との連携
～）１５０名、実技講習（調理、介護）７０名

久永繁夫（鹿児島女子短期大学教授）、
パネラー：宇都幸雄（株式会社創造経営
研究所 代表取締役）、吉元和浩（社会
福祉法人紘徳会 理事長）、川口博志
（鹿児島県保健福祉部 介護福祉課
長）、実技講習：「調理実技」福司山エツ
子（鹿児島女子短期大学名誉教授）、木
戸めぐみ（同助手）、「介護実技」加藤玲
子（同准教授）、浜崎眞美（同講師）、小
城百代（同助教）、庵木清子（同助手）

第1回セミナー（癒し文字de「介護」を「快
１０/１３
護」に～笑ワセル角には長寿来る～、癒 米盛智恵子（ヒーリングライター）、【松本
・１４（中 沖縄タイムス社 し文字ワークショップ付き）、第2回セミ
哲治（ＮＰＯ法人ライフサポートてだこ代
止）
ナー【台風接近のため中止（介護－いず 表）】
れ誰もが行く道だから）】９０名
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