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講座名 講座内容 会員名 対応可能時間帯(応相談) 所要時間 

レクリエーションや
体操で認知症予防 

シナプソロジー（認知機能活性化） 
ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 ６０分 

いきいき介護予防体操 
 
 
 
 
 
 

介護予防のための体操 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

レッツ倶楽部幸田 応相談 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

イスに座ってできる体操 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

レッツ倶楽部幸田 応相談 ３０分から６０分 

藤田医科大学訪問看護ステ
ーション幸田岡崎 

応相談 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

肩こり・腰痛・膝痛予防体操 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

レッツ倶楽部幸田 応相談 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

姿勢改善のトレーニング    
～からだがゆがんでいませんか？～  まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

高齢者のための歩き方     
～無理なく元気に美しく～ まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

尿もれ予防体操 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

デイサービスいな穂 水曜日１５時から１６時 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

レッツ倶楽部幸田 応相談 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

青竹ビクス 
ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

イスに座って楽しくリズム体操 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

お口の元気アップ体操 嚥下体操 
～食べこぼし・むせ込み予防～ レッツ倶楽部幸田 応相談 １５分 

藤田医科大学訪問看護ステ
ーション幸田岡崎 

応相談 ３０分から６０分 

福祉用具・住宅改修
でいきいき生活 

福祉用具・住宅改修の説明 
たいよう 応相談 １５分から２０分 

ナンブ 応相談 応相談 

介護のプロによる出張講座 講座リスト 地域活動応援事業 
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 介護のプロによる出張講座  会員リスト 

会員名 電話番号 所在地 
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摘要 

居宅介護支援事業所 

居宅 幸田ぐりん 
64-6966 深溝字皿入１-１ ○     ○     ○  ○ 特別養護老人ホーム 

ケアホーム 穂の香 56-1580 野場字常口２２－１ ○   ○    ○ 特定施設入居者生活介護 

鈴木接骨院のディサービス 83-7393 相見字縄手下３   
    

○ 
        

  

たいよう 63-5331 芦谷字毛倉３７－１ ○     ○ ○         

デイサービス いな穂 83-7849 菱池字内池１０５   
    

○ 
        

  

藤田医科大学訪問看護ステー

ション幸田岡崎 
63-1702 坂崎字道坂２７－１ ○  ○       

ライフディサービス幸田店 64-5197 大草両面１３１-１ ○    ○ ○           

レッツ倶楽部幸田  56-1310 大草字広野４１－２    ○      

(社)和敬会 まどかの郷 63-1626 野場字石荒２３ ○ ○   ○      ○ 特別養護老人ホーム 

ナンブ 64-0124 
岡崎市戸崎町 

字牛転 10 番地 91 
○ ○   ○     

 

講座名 講座内容 会員名 対応可能時間帯(応相談) 所要時間 

健康をつくる食事 
 

高齢者のための栄養について学び
ましょう           
～何をどれだけ食べたらいいの？～ 

まどかの郷 １ヶ月前までに予約 応相談 

簡単な調理方法について学びまし
ょう（調理室の確保が必要） 

まどかの郷 １ヶ月前までに予約 応相談 

介護の現場で実践し
ているワンポイント
介護術 
 

介護技術の基本 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 応相談 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 ６０分 

老化を理解し、介助しよう 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 応相談 

立ち上がりや座り動作の指導方法 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 応相談 

鈴木接骨院のディサービス 午前中 ３０分から６０分 

ライフディサービス幸田店 １４時から１５時３０分 応相談 

介護施設・サービス
事業所ってどんなと
ころ 
 

有料老人ホームについて 
ケアホーム穂の香 １３時から１４時 ３０分 

通所介護について 
たいよう 応相談 １５分から３０分 

まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

施設系サービスの利用法 
まどかの郷 １ヶ月前までに予約 ６０分 

その他 認知症の実例・体験談 
まどかの郷 ３ヶ月前までに予約 応相談 

介護保険 はじめの一歩 
居宅介護支援事業所  
居宅 幸田ぐりん 

応相談 ３０分 


