
 別表１

老連名 修了者数
シルバーヘルパー活動

推進事業について
シルバーヘルパーの

心構えについて
老人福祉制度(在宅福祉

サービス等)について
高齢者の介助方法と
応急処置について

認知症についての
正しい認識とケアについて

６月２７日
火曜日

やつしろ
ハーモニー

ホール
八代市 40

 熊本県老人クラブ連合会
　桂　重則

八代市老人クラブ連合会
　　　　会長　米田 常男

   八代市長寿支援課
　　　地域支援係長　元村 純子

　 八代市長寿支援課
　　　 主任　保健師　江川　恵美

　 八代市長寿支援課
　　　 主任　保健師　江川　恵美

６月２８日
水曜日

玉名市民会
館

玉名市 74 　　　　　　　　同　　上

 
　　玉名市社会福祉協議会
       在宅福祉課長　北原　勝広

    玉名市高齢介護課
    介護保険係長　松野　和博
　　高齢者支援係　松本 佳名子

有明広域行政事務組合消防本部
　玉名消防署
　消防司令補　島村　賢悟

　特定非営利活動法人
　たまな散歩道
　　　   理事長　西村　哲夫

７月１０日
月曜日

阿蘇市保健
福祉セン

ター
阿蘇市・郡 56 同　　上

阿蘇市老人クラブ連合会
　　　　　会長　 寺原　榮一

　阿蘇市社会福祉協議会
　　　地域包括支援課長
    　　　　山本　由紀子

 南小国りんどう荘
　　福祉サービスセンター
　　訪問介護管理者　北里　尚美
　　通所介護管理者　大庭　智美

　阿蘇医療センター
　　　　　　病院長　甲斐　豊

７月１２日
水曜日

天草市民
センター

天草市 92 同　　上
天草市老人クラブ連合会
   前女性部長　吉本 信子

　天草市高齢者支援課
　　　　福祉係長　　畑島 高祉

　天草広域連合
　　消防本部　警防課
　　　　救命係長　本山氏

　天草市高齢者支援課
　　　　　　　塚田　みどり

７月12日
水曜日

総合福祉
センター

(大会議室)
人吉市 26

人吉市老人クラブ連合会
　事務局長　漆野　辰夫

  人吉市老人クラブ連合会
 　        会長　三倉 重成

　人吉市社会福祉協議会
　　　事務局長　速永 同志子

　人吉市高齢者支援課
 　 元気･長生き係長
　　　　　　　  中川　和子

　人吉市高齢者支援課
 　 元気･長生き係長
　　　　　　　中川　和子

７月２0日
木曜日

玉名市民会
館

玉名郡 50
 熊本県老人クラブ連合会

　桂　重則
特別養護老人ホーム和楽荘
　　　　施設長　杉谷　 くに子

　玉名地域振興局
　　　　主幹　前川　香織
　有明成仁病院
　　　島田裕太、園田大介

　有明広域行政事務組合
　　　　救急救命士　島村　賢悟

NPO法人　黎明
　　　代表　赤星　文恵

７月24日
月曜日

菊池市
老人福祉
センター

菊池市 85 同　　上

  菊池市老人クラブ連合会
　   シルバーヘルパー指導員
　　　　　　星野　徳光
　　　　　　中原　久利

 菊池市健康福祉部
　高齢支援課地域包括支援係
　　社会福祉士　山口　真琴

　菊池市社会福祉協議会
　訪問介護ステーションきくち
　 　     管理者　冨田 よしみ

　認知症地域支援推進員
　　　　菊池有働病院
　　　　　今泉　真一

平成２９年度シルバーヘルパー養成講習会実施状況　                                   

講習
日程

会　場

参加老連 講　　　　習　　　　内　　　　容

第１日目講習内容　　　　　　　ＮＯ．１



老連名 修了者数
シルバーヘルパー活動

推進事業について
シルバーヘルパーの

心構えについて
老人福祉制度(在宅福祉

サービス等)について
高齢者の介助方法と
応急処置について

認知症についての
正しい認識とケアについて

７月２５日
火曜日

白梅の杜 水俣市 47
 熊本県老人クラブ連合会

　桂　重則
水俣市社会福祉協議会
　事務局長　髙木 真一

水俣市社会福祉協議会
　社会福祉士　村山　容子

　水俣市健康高齢課
　　  保健師　濱田　美紀

　水俣市社会福祉協議会
　　　保健師　松本　佳緒里

７月２６日
水曜日

宇城市役所
会議室

宇城市
美里町

67 　　　　　　　　同　　上
松橋町老人クラブ連合会
　　　　　　野村　和子

　宇城市社会福祉協議会
　　　社会福祉士　楠本　祐一

　済生会　みすみ病院
　作業療法士　五十嵐　稔浩

宇城市社会福祉協議会
　地域包括支援センター
　推進員　　　桑田　真梨

７月２７日
木曜日

合志市
福祉

センター

合志市
菊池郡

69 　　　　　　　　同　　上
合志市老連
シルバーヘルパ部長
　　　　 中村　一和

　合志市高齢者支援課
　　　　　主事　樋口　良平

　合志市社会福祉協議会
　　訪問支援課課長　野田幸美

合志市社会福祉協議会
地域福祉課主事　中村美由紀

８月４日
金曜日

芦北町
多目的研修

センター
芦北郡 12 　　　　　　　　同　　上

　津奈木町老人クラブ連合会
　　　　　　副会長　　野崎　昭子

　津奈木町住民課
　  　福祉班長　　山下　浩一

　水俣芦北広域行政事務組合
　　　葦北消防署
　　　　　救急救命士 　山田氏

 津奈木町社会福祉協議会
　　事務局次長　芝原　浩輔

８月１８日
金曜日

甲佐町生涯
学習セン

ター
上益城郡 61 　　　　　　　　同　　上

   甲佐町社会福祉協議会
　 　　社会福祉士　河嶋　順子

  甲佐町総合保健福祉センター
　　  社会福祉士　　岩永　一寿

   甲佐町総合保健福祉センター
            保健師　　木村　真澄

   甲佐町総合保健福祉センター
　　　　  保健師　福田　久美子

８月２１日
月曜日

水上村岩野
公民館

球磨郡 75 　　　　　　　　同　　上
 球磨郡老人クラブ連合会
  副会長（女性部長)　谷口 允恵

   県球磨地域振興局
　 総務福祉課 山下　久美子

　公立多良木病院企業団
　   　看護部長　   富永　ひさみ

　上球磨地域包括支援センター
　 　　　　　　山浦　隆宏

８月２２日
火曜日

地域福祉
センター
のぎく荘

西原村 17 　　　　　　　　同　　上
   西原村社会福祉協議会
　　　　事務局次長　藤森　一徳

　　通所介護事業所
　　　　管理者　江藤　義幸
    地域包括支援センター
　　　　管理者　中野　美恵子

　熊本市消防局
　益城西原消防署
　　   　　　　救急救命士３名

　西原村保健衛生課
　　　　保健師　甲斐　琴美

８月２５日
金曜日

矢部保健福
祉センター

千寿苑
山都町 49 　　　　　　　　同　　上

山都町社会福祉協議会矢部支部
　　　支部長　　歌野　智恵美

山都町地域包括支援センター
　　　保健師　渡辺　美恵子

　山都町社会福祉協議会
　    通所介護そよかぜ
　        看護師　　松本 龍子

山都町地域包括支援センター
　　　保健師　渡辺　美恵子

第１日目講習内容　　　　　　　ＮＯ．２

講　　　習　　　内　　　容

講習
日程

会　場

参加老連



老連名 修了者数
シルバーヘルパー活動

推進事業について
シルバーヘルパーの

心構えについて
老人福祉制度(在宅福祉

サービス等)について
高齢者の介助方法と
応急処置について

認知症についての
正しい認識とケアについて

８月２８日
月曜日

竜北福祉
センター

氷川町 16
 熊本県老人クラブ連合会

　桂　重則

  氷川町老人クラブ連合会
　シルバーヘルパー部長
                  宮下 タエコ

　氷川町健康福祉課
　　　　　廣松　克房

   氷川町総務課
　 　　生活安全推進係
　    　　　　   本島　洋一

氷川町地域包括支援センター
　　　　　　清田　智加子

９月６日
水曜日

宇土市
福祉セン

ター
宇土市 32 同　　上

　単位クラブ
　曾畑かがやきクラブ　平田 藤雄
　はつらつ会　　　　　　田口 朝晶

　高齢者支援課
　　　介護保険係　柘植 さや子

　宇土市社会福祉協議会
　　　　保健師　　村上　ゆかり

宇土市地域包括支援センター
　　　　保健師　　白石　恵子

９月７日
木曜日

鹿本町
ひだまり会

館
山鹿市 41 同　　上

  山鹿市地域包括支援センター
　　　   保健師　工藤　麻美

    山鹿市社会福祉協議会
　    　主事　上村　理恵

   山鹿市社会福祉協議会
　鹿本支所　 統轄　立山　史則

　山鹿市地域包括支援センター
　　　　相談員　山下　力

９月２０日
水曜日

松島総合
センター
アロマ

上天草市 31 同　　上
上天草老人クラブ連合会

　　女性部長　沼田　　久子
上天草市高齢者ふれあい課

  課長　坂本　一也

上天草総合病院
上天草訪問看護ステーション

     城野　幸枝

　上天草市キャラバンメイト
福田　千津子

１２月２０日
水曜日

男女共同参
画センター

熊本市 113 同　　上
    熊本市老人クラブ連合会
    理事・レクレーション部長
                     渡辺  新介

    熊本市高齢介護福祉課
               主査  三角 慎之介

 社会福祉法人　立志福祉会
小規模多機能型居宅介護事業所
　かがやき　  管理者　山本 和代

  熊本市認知症地域支援推進員
                       田川　愛子

合　　　計 1,053

第１日目講習内容　　　　　ＮＯ．３

講習
日程

会　場

参加老連 講　　　習　　　内　　　容
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