
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
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認知症についての
正しい認識とケアについて

６月２７日
水曜日

やつしろ
ハーモニー

ホール
八代市 39

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　押方八千代

　 八代市長寿支援課
　　　 主任　保健師
　　　　　　　　押方八千代

７月９日
月曜日

玉名市民会館 玉名市 73 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
   課長補佐　　平嶋 知典
高齢者支援係
　 　　　　　　　　中川 真紀代

有明広域行政事務組合消防
本部　玉名消防署
　　　士長　本田　洋介

　白寿園グループホーム
　居宅介護支援事業担当
　　　　　　　　西岡　　励

７月11日
水曜日

東西コミュニティ
センター

人吉市 30 同　　上
  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
　　　　保健師　西　由紀子

　人吉市高齢者支援課
 　 元気･長生き係
　　保健師　西　由紀子

７月１２日
木曜日

天草市民
センター

天草市
三角町

92 同　　上
 天草市老人クラブ連合会
     女性部長　田中　千鶴子

　天草市高齢者支援課
　　福祉係課長補佐
　　　　　　　畑島 高祉

　天草市地域振興部
　スポーツ振興課
　　　　主任　浦田　隆二

　天草第一病院医療連携室
　社会福祉士　宮村　一紗

７月１３日
金曜日

阿蘇保健福祉
センター

阿蘇市・郡 60 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

　阿蘇市社会福祉協議会通
所介護事業所デイセンター
春りんどう　所長　甲斐照子

　阿蘇医療センター
　　病院長　甲斐　豊
　　がん化学療法室
　　　　室長　佐藤　美和

７月１７日
火曜日

玉名市民会館 玉名郡 57 同　　上
  社会福祉法人三加和会
　 常務理事　杉谷　 くに子

　ＮＰＯ法人Ａ－ｌｉｆｅなんかん
  ゼネラルマネージャ－
　　　　　　山田　健次

有明広域行政事務組合消防
本部　　玉名消防署
　　　　士長　本田　洋介

熊本県歯科衛生士会
　山鹿支部代表
　　　　　木下　晴美

７月１９日
木曜日

在宅総合
センター

荒尾市 13 同　　上
  荒尾市老人クラブ連合会
シルバーヘルパー指導者
　　　副会長　高山　一啓

 荒尾市福祉果
　　　主事　山下　裕貴子

　慈眼苑
  ヘルパーステーション
　　管理者　上杉　喜代美

  荒尾市
  地域包括支援センター
　　　副主任　今林　恵介
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 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

７月２４日
火曜日

菊池市
老人福祉
センター

菊池市 62
熊本県老人クラブ連合会

　桂　重則

  菊池市老人クラブ連合会
　   シルバーヘルパー会員
　　　　　　中尾　ヨシ子

 菊池市健康福祉部高齢支
援課地域包括支援係
生活支援コーディネーター
　　　　　　　　賴本　伸二

　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

　小規模多機能型居宅介護
　ひごっ家ホーム長
　　　　　　　　髙宮　邦泰

７月２５日
水曜日

合志市
福祉センター

合志市
菊池郡

49 同　　上
  合志市老連
    シルバーヘルパ部長
　　　　    福岡　淑子

　合志市高齢者支援課
　包括支援センター班
　　　　　保健師　溝部　友里
　　　　　主事　　一山　展右

　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

７月２６日
木曜日

小国町
福祉センター

悠ゆう館

小国町
南小国町

6 同　　上
  小国町老連事務局
　   　　　佐藤　政久

　小国町社会福祉協議会
  介護支援専門員
             　有働  多津美

　リハセンターみどりの里
　看護部長　下城　三枝

　グループホームなごみ
　　施設長　穴井　智恵美

７月３１日
火曜日

宇城市
ウイング松橋

宇城市
美里町

75 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
　　　地域包括支援センター
　　　保健師　西村　明美

　地域リハビリテーション
  広域支援センター
　宇城総合病院
　   理学療法士　山下　智弘

宇城市社会福祉協議会
　地域包括支援センター
　社会福祉士　中島　早苗

８月６日
月曜日

白梅の杜 水俣市 31 同　　上
  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
　保健師　小畑　亜由美

　特別養護老人ホーム
　白梅の杜
　生活相談係長　北園　道樹
　水俣芦北広域行政事務
  組合消防本部
   消防指令補　石本  延髙

　水俣市社会福祉協議会
　作業療法士　吉本　尚史

８月７日
火曜日

熊本市駐輪場
８階会議室

熊本市 103 同　　上
  熊本市老人クラブ連合会
  副会長・託麻地区老連会長
                 渡邉  新介

    熊本市高齢介護福祉課
         参事 塚本　裕子

 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

 熊本市地域包括ケア推進
室　認知症地域支援推進員
             田川　愛子

８月８日
水曜日

芦北町
多目的研修

センター
芦北郡 20 同　　上

　芦北町老人クラブ連合会
　　　副会長　　白内　澄人

　芦北町福祉課
　　介護高齢者福祉係
　  　主事　　山本　翔太

　水俣芦北広域行政事務組
　合　葦北消防署
　　救急救命士 　東園　翼

　芦北町　地域包括支援
　センタ―　認知症地域支援
　推進員
　　草野　洋平、宮崎　晃帆

第１日目講習内容　　　　　　　ＮＯ．２

講習
日程

会　場

参加老連 講　　　習　　　内　　　容



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１６日
木曜日

嘉島町民会館 上益城郡 54
熊本県老人クラブ連合会

　桂　重則

   嘉島町社会福祉協議会
　 　　地域包括支援センター
　　　　管理者　早川　真澄

  　嘉島町町民課
　　介護保険係長
　　　　　　内田　優里

  　嘉島町町民課
　　  保健係長　古田　果世

   嘉島町社会福祉協議会
　 　　地域包括支援センター
　　　　管理者　早川　真澄

８月２２日
水曜日

清和基幹集落
センター 山都町 38 同　　上

   山都町社会福祉協議会
     矢部支部
　　支部長　　歌野　智恵美

  山都町福祉課
  高齢者支援係
　　　保健師　松本　文子

　山都町社会福祉協議会
　    清和支部
　    看護師　　松本 龍子

山都町福祉課高齢者支援係
　　　保健師　松本　文子

８月２３日
木曜日

氷川町文化
センター

氷川町 14 同　　上
  氷川町老人クラブ連合会
　シルバーヘルパー会員
                  押方　優子

　氷川町健康福祉課
　　　　　係長　柿本　宏樹

   日赤県支部
   講習係
　           　　　竹下　美子

   氷川町地域包括支援
   センター
　　　看護師　山田　喜代美

８月２８日
火曜日

地域福祉
センター
のぎく荘

西原村 24 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　宮本　多智代

　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　池田　由香

８月３１日
金曜日

宇土市福祉
センター

宇土市 11 同　　上

   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
金曜日

鹿本町
ひだまり会館

山鹿市 19 同　　上
　山鹿市老人クラブ連合会
  山鹿支部川辺校区
   女性部長   徳永　澄江

    山鹿市社会福祉協議会
　    　    廣瀬　卓三

   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２１日
金曜日

水上村岩野
公民館

球磨郡 50 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
           　松村　江里子

　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
　 　　　　　　永濱　慶尚

合　　　計 920

講習
日程

会　場

参加老連 講　　　習　　　内　　　容

第１日目講習内容　　　　　ＮＯ．３
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