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② 介護食調理教室　　年２回

開催日 内　容 開催時間
資料代

（材料費込）
定員

6/18
日

高齢期の栄養改善方法、および調理上で気
をつける介護食のポイント、栄養補助食品の
紹介

10:00～15:30 管理栄養士 1,500円 ２５名

12/9
土

高齢期の栄養改善方法、および調理上で気
をつける介護食のポイント、栄養補助食品の
紹介

10:00～15:30 管理栄養士 1,500円 ２５名

③ 介護者の体のトラブル解消講座　　年２回

開催日 内　容 開催時間 資料代 定員

5/18
木

介護されている方に多い肩こり、腰痛などの
トラブル解消方法

13:00～16:00 健康運動指導士 ５００円 ２０名

H30
2/28
水

介護されている方に多い肩こり、腰痛などの
トラブル解消方法

13:00～16:00 健康運動指導士 ５００円 ２０名

④ 地域介護講座（みんなで学ぼう介護講座）　　年４回

開催日 内　容 開催時間 資料代 定員

大隅弥五郎伝説の里　 （曽於市大隅町岩川５７１８－１） ５００円 ３０名

7/13

らくらく寝返り・起き上がり・立ち上がりの介助、
ベッド・車いすからの移乗

10:00～12:00 作業療法士

（木） 飲みこみのしくみ、誤嚥を防ぐ食事の姿勢と
介助方法

13:00～15:00 言語聴覚士

福祉用具の選び方と使い方 15:00～15:30 福祉用具専門相談員

長島町保健福祉センター　 （出水郡長島町鷹巣１６５９－１） ５００円 ３０名

8/27

らくらく寝返り・起き上がり・立ち上がりの介助、
ベッド・車いすからの移乗

10:00～12:00 作業療法士

（日） 飲みこみのしくみ、誤嚥を防ぐ食事の姿勢と
介助方法

13:00～15:00 言語聴覚士

福祉用具の選び方と使い方 15:00～15:30 福祉用具専門相談員

姶良市加治木福祉センター　 （姶良市加治木町本町３９３） ５００円 ３０名

11/19

らくらく寝返り・起き上がり・立ち上がりの介助、
ベッド・車いすからの移乗

10:00～12:00 作業療法士

（日） 飲みこみのしくみ、誤嚥を防ぐ食事の姿勢と
介助方法

13:00～15:00 言語聴覚士

福祉用具の選び方と使い方 15:00～15:30 福祉用具専門相談員

西之表市老人福祉センター （西之表市桜が丘７７７９－９４） ５００円 ３０名

11/26

らくらく寝返り・起き上がり・立ち上がりの介助、
ベッド・車いすからの移乗

10:00～12:00 作業療法士

（日） 飲みこみのしくみ、誤嚥を防ぐ食事の姿勢と
介助方法

13:00～15:00 言語聴覚士

福祉用具の選び方と使い方 15:00～15:30 福祉用具専門相談員

講師名

大
隅
地
区

北
薩
地
区

姶
良
・
伊
佐
地
区

熊
毛
地
区

　家庭で介護をされる家族や介護に関心のある県民の方々を対象に、介護の初歩的な
知識と簡単な技術の習得を学べる講座です。

　高齢者の体調の維持管理を考える上で重要なテーマのひとつである「食」について、講
義及び調理方法を学びながら理解を深め、食の面から介護について学べる講座です。

講師名

　日常生活の中で介護者が健康維持を図ることを目的に心身ともにリフレッシュする運動
を学べる講座です。

講師名
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２　専門職向け研修

① 介護レクリエーション研修　　年２回

開催日 内　容 開催時間 受講料 定員

5/13
土

身近にある物やからだを使って、高齢者が
一緒に楽しめるレクリエーションを学ぶ

10:00～16:00 2,000円 ３０名

H30
 1/12

金

身近にある物やからだを使って、高齢者が
一緒に楽しめるレクリエーションを学ぶ

10:00～16:00 2,000円 ３０名

 

② 介護職基礎研修Ａ・Ｂ（介護職経験概ね3年未満の方）年４回

開催日 内　容 開催時間 受講料 定員

6/9

感染症への適切な対応、吐しゃ物の処理方
法

10:00～11:00 県健康増進課 4,000円 ３０名

金
福祉用具の選び方と使い方 11:00～12:00 福祉用具専門相談員

身体状況にあったおむつのあて方・選び方 13:00～16:00 排泄指導専門家

6/10

高齢者のための転倒予防体操・心身機能低
下予防体操

10:00～12:00 健康運動指導士

土 福祉用具を使用しての起居・移乗・移動の介
助方法

13:00～16:00 作業療法士

9/13
介護保険制度を理解しよう 10:00～12:00 社会福祉士 4,000円 ３０名

水 褥瘡の基礎知識と体位変換・ポジショニング
について

13:00～16:00 理学療法士

9/14

摂食・嚥下障害のしくみを知り、食事介助方
法を学ぶ

10:00～12:00 言語聴覚士

木
認知症のケアと援助の基本 13:00～16:00 認知症介護指導者

11/16

感染症への適切な対応、吐しゃ物の処理方
法

10:00～11:00 県健康増進課 4,000円 ３０名

木
福祉用具の選び方と使い方 11:00～12:00 福祉用具専門相談員

身体状況にあったおむつのあて方・選び方 13:00～16:00 排泄指導専門家

11/17

高齢者のための転倒予防体操・心身機能低
下予防体操

10:00～12:00 健康運動指導士

金 福祉用具を使用しての起居・移乗・移動の介
助方法

13:00～16:00 作業療法士

介護保険制度を理解しよう 10:00～12:00 社会福祉士 4,000円 ３０名

褥瘡の基礎知識と体位変換・ポジショニング
について

13:00～16:00 理学療法士

摂食・嚥下障害のしくみを知り、食事介助方
法を学ぶ

10:00～12:00 言語聴覚士

認知症のケアと援助の基本 13:00～16:00 認知症介護指導者

Ａ

Ｂ

H30
2/15
木

H30
2/16
金

Ｂ

　施設やディーサービスで行うレクリエーションの意義及び技術を体験を通して学べる講
座です。

講師名

　施設で介護業務に携わっている方々を対象に、介護への理解を深めるため，安全・安
楽・安心の視点から介護の基礎と技術の習得を学べる講座です。

講師名

Ａ

レクリエーションコーディネーター

レクリエーションコーディネーター
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③ 介護職スキルアップ研修（介護職経験概ね3年以上の方）

Ａ 口腔ケア　　年２回

 

開催日 内　容 開催時間 受講料 定員

6/23
金

口腔ケアのポイント、口腔機能維持のための
体操について学ぶ

10:00～16:00 歯科衛生士 4,000円 ３０名

H30
1/20
土

口腔ケアのポイント、口腔機能維持のための
体操について学ぶ

10:00～16:00 歯科衛生士 4,000円 ３０名

Ｂ 認知症ケア  　年３回
.

 

開催日 内　容 開催時間 受講料 定員

6/1
木

認知症の疾患別ケア・対人援助の基本につ
いて学ぶ

10:00～16:00 認知症介護指導者 4,000円 ３０名

10/4
水

認知症の疾患別ケア・対人援助の基本につ
いて学ぶ

10:00～16:00 認知症介護指導者 4,000円 ３０名

H30
 1/30

火

認知症の疾患別ケア・対人援助の基本につ
いて学ぶ

10:00～16:00 認知症介護指導者 4,000円 ３０名

Ｃ 褥瘡ケア　　年３回
.

 

開催日 内　容 開催時間 受講料 定員

6/11
日

褥瘡のメカニズムを理解し、体圧変換の仕
方、ポジショニングについて学ぶ

10:00～16:00 理学療法士 4,000円 ３０名

8/26
土

褥瘡のメカニズムを理解し、体圧変換の仕
方、ポジショニングについて学ぶ

10:00～16:00 理学療法士 4,000円 ３０名

H30
 2/17

土

褥瘡のメカニズムを理解し、体圧変換の仕
方、ポジショニングについて学ぶ

10:00～16:00 理学療法士 4,000円 ３０名

講師名

　褥瘡予防のためのポジショニングや体位変換の方法を講義と実技を通して学べる講座
です。

講師名

　口腔ケアの基礎知識と正しい歯磨きの実習、拒否される方への対応、コミュニケーショ
ンのとり方、嚥下障害等の介助方法について、講義と実技を通じて学べる講座です。

講師名

　介護現場で多くの方が直面している介護困難事例等を通じて、認知症の方とのコミュニ
ケーション方法、対人援助の基本を学べる講座です。
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