
 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
高齢者の介護方法と
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２８日
金曜日

やつしろ
ハーモニー
ホール

八代市 31
　熊本県老人クラブ連合会
　活動推進員　松本　誠

　八代市老人クラブ連合会
　　　　事務局長　野間　直人

   八代市長寿支援課
　　　地域支援係長　窪田　智昭

　 八代市長寿支援課
　　　保健師　宮崎　宏惠

　 八代市長寿支援課
　　　保健師　宮崎　宏惠

７月８日
月曜日

総合福祉セ
ンター

人吉市 15 　　　　　　　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
　　 社会福祉士　福山　道代

　人吉市高齢者支援課
 　  元気･長生き係
　　 社会福祉士　福山　道代

７月９日
火曜日

玉名市民会
館

玉名市 61 　　　　　　　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
   介護保険係課介護保険係長
　　　　　　　  　　　　森田　文子
　 高齢者支援係　 酒井　玲子

　玉名消防署警防２課
　　　救急係長　秋丸　友寿

　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１７日
木曜日

天草市民
センター

天草市 70 　　　　　　　同　　上
　天草市老人クラブ連合会
　本渡支部
   　女性部長　田中　千鶴子

　天草市高齢者支援課
　　　　　　　浦田　さおり

  天草広域連合消防本部
     救急救命士　宮﨑　久嗣

　天草中央総合病院付属
　介護老人保健施設
　　 社会福祉士　浦崎　亜由美

７月１７日
木曜日

玉名市民会
館

玉名郡 40
　熊本県老人クラブ連合会
　活動推進員　小嶋　泰二

 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
　　 玉名消防署救急救命隊員

　福田歯科医院長
　　 　　　　福田　聖一

７月１９日
金曜日

宇城市
ウイング松
橋

宇城市
美里町

66
　熊本県老人クラブ連合会
　活動推進員　松本　誠

　豊野町老人クラブ
　　シルバーヘルパーリーダー
　　部長　　　光永　孝女

　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　楠本　祐一

　地域リハビリテーション広域
　支援センター
　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
　　　社会福祉士　桒田　真梨

７月２２日
月曜日

白梅の杜 水俣市 35 　　　　　　　同　　上
　水俣市社会福祉協議会
　　 事務局次長　髙木 真一

  水俣市社会福祉協議会
　   保健師　松本　亜由美

　水俣市いきいき健康課
　　　高齢介護支援室
　　　　 保健師　濱田　美起

　水俣市社会福祉協議会
　　　作業療法士　吉本　尚史

７月２３日
火曜日

菊池市
老人福祉
センター

菊池市 63 　　　　　　　同　　上
  菊池市老人クラブ連合会
　七城支部シルバーヘルパー
　会員　木下　クニ子

 菊池市健康福祉部
 高齢支援課地域包括支援係
　　参事(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
　サービス提供責任者
　　　　　　　　上野　加奈子

　認知症サポーター
　　 キャラバンメイト
                  今泉　真一

７月２４日
水曜日

合志市
福祉
センター

合志市
菊池郡

15 　　　　　　　同　　上
　合志市老人クラブ連合会
　　　シルバーヘルパー部長
　　　　 　　　　　福岡　淑子

　合志市高齢者支援課
　包括支援センター班
　 　課長補佐　 八木　美保

　合志市社会福祉協議会
　訪問看護ステーション班長
　　　　　　　野田　幸美

　合志市社会福祉協議会
　　 地域福祉課主事　森山　悠

７月３０日
火曜日

阿蘇市保健
福祉セン
ター

阿蘇市・郡 34 　　　　　　　同　　上

　高森町老人クラブ清栄会
　　　　　 会長　 嶋田　耕一
  高森町老人クラブ清栄会
　　書記・会計　渡邉　恭郎

　阿蘇市社会福祉協議会
　地域包括支援課
     社会福祉士  嶋田　和恵

　阿蘇市社会福祉協議会
　在宅支援課サービス提供
　責任者　 廣石　なおみ

　
阿蘇市社会福祉協議会
　地域包括支援課認知症地域
　支援推進員　伊原　美城子
　　　　看護師　宮村　靖代

令和元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

８月２日
金曜日

芦北町
多目的研修
センター

芦北郡 12
　熊本県老人クラブ連合会
　活動推進員　松本　誠

　津奈木町老人クラブ連合会
　　　　　 前会長　　新立　和市

　津奈木町ほけん福祉課
　 　班長　　芦浦　祐一

　津奈木町社会福祉協議会
　サービス提供責任者
　　　　　　　　　　松田　紀子

　　津奈木町社会福祉協議会
　　　 事務局長   芝浦　浩輔

８月２１日
水曜日

宇土市
福祉セン
ター

宇土市 7 　　　　　　　同　　上
　宇土市地域包括支援ｊセンター
　奥村　裕亮、吉田　友美

　宇土市高齢者支援課
　　　事務統括　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

８月２３日
金曜日

錦町役場 球磨郡 72 　　　　　　　　同　　上
  錦町老人クラブ
  シルバーヘルパー部会
　　副部会長　岩添　絹

   熊本県人吉保健所
　 　 保健師　椎葉　加奈

　公立多良木病院在宅医療
　センター
　   　 看護師　平　恵美

　錦町地域包括支援センター
　 　　 保健師　柳瀬　咲

８月２６日
曜日

嘉島町民会
館

上益城郡 60 　　　　　　　　同　　上
   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　眞澄

  　嘉島町町民課
　　  介護保険係長　内田　優里

　熊本回生会病院
　　 作業療法士　加来　啓太

   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　眞澄

８月２９日
木曜日

氷川町文化
センター

氷川町 15 　　　　　　　　同　　上
  氷川町老人クラブ連合会
　シルバーヘルパー部長
                   遠見　多美子

　氷川町福祉課
　　　　　 上田　直哉

　八代広域行政事務組合
　鏡消防署　救急救命士

　氷川町地域包括支援センター
　　　　　　看護師　山田　喜代美

８月３０日
金曜日

蘇陽支所
営農セン
ター

山都町 36 　　　　　　　　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
　　　社会福祉士　甲斐　麻由美

　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
　　　社会福祉士　甲斐　麻由美

９月４日
水曜日

地域福祉
センター
のぎく荘

西原村 26 　　　　　　　同　　上
   西原村社会福祉協議会
　　　　事務局次長　藤森　一徳

　にしはら地域包括センター
　センター長　宮本　多智代

　熊本市消防局
　益城西原消防署西原出張所
　　   　　　　救急救命士３名

　にしはら地域包括支援センター
  保健師　春木　香澄

９月９日
月曜日

鹿本市民セ
ンター

山鹿市 27 　　　　　　　同　　上

　山鹿老連山鹿支部川辺校区
　女性部長　　徳永　澄江
　山鹿市老連
　事務局長　　鬼木　浩一郎

　山鹿市社会福祉協議会
　地域福祉係長　廣瀨　卓三

山鹿市社会福祉協議会鹿北支所
　統括　立山　史訓

　山鹿市地域包括支援センター
　保健師　金柿　佳奈子

９月２６日
木曜日

熊本市民会
館2階大会
議室

熊本市 83 　　　　　　　同　　上
    熊本市老人クラブ連合会
    西原校区老連会長
                     田口　慶治

　熊本市高齢福祉課
　生きがい推進班
　　　　　　主任技師　勝木　誠

 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

合計 768

第１日目講習内容　　　　　　　ＮＯ．２

講　　　習　　　内　　　容

講習
日程

会　場

参加老連


