
依頼者
開催場所
参加人数

新宿桜会老人クラブ 健康講座（老後を健やかに過ごすために・健康体操）11：00～12：00 連携室：平野局長
新宿集会場 連携室：森　孝史
20名
武雄市民大学 健康講座（脳の健康を保つために）13：15～14：00 連携室：平野局長
武雄市文化会館 連携室：森　孝史
150名
練ヶ里満寿会 健康講座（老後を健やかに過ごすために・健康体操）13：30～14：30 連携室：平野局長
練ヶ里改善センター 連携室：森　孝史
35名
橘町老人クラブ 健康講座（脳の健康を保つために）10：30～11：30 連携室：平野局長
橘小学校体育館 連携室：森　孝史
200名
東川登永野長寿会 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）10：20～11：20 連携室：平野局長
北永野公民館 連携室：森　孝史
50名
下西山老人会 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）11：00～12：00 連携室：平野局長
下西山公民館 連携室：森　孝史
25名
上小田石原老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）11：10～12：00 連携室：平野局長
石原集会場 連携室：森　孝史
30名
白石町大戸老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）10：20～11：20 連携室：平野局長
大戸公民館 連携室：森　孝史
50名
福富六府方老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）10：30～11：30 連携室：平野局長
六府方公民館 連携室：森　孝史
40名
福富上区老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）10：30～11：30 連携室：平野局長
上区公民館 連携室：森　孝史
45名
福富北区老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）11：00～12：00 連携室：平野局長
北区公民館 連携室：森　孝史
45名
庭木長寿会 健康講座（リハビリと栄養について・健康体操）9：30～10：30 連携室：平野局長
庭木公民館 連携室：森　孝史
50名
南多久老人クラブ 健康講座（眼瞼下垂症について）10：30～11：30 連携室：平野局長
南多久公民館 連携室：森　孝史
35名
牛津白寿会 健康講座介護予防（膝）について・健康体操）10：00～11：00 連携室：平野局長
永田公民館 連携室：森　孝史
13名

　令和元年7月10日 リハビリテーション科：古屋副主任

　令和元年7月8日 形成外科：樫山医師

　令和元年6月25日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年6月27日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年7月2日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年6月13日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年6月17日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年6月21日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年5月11日 脳神経外科：大中医師

　令和元年5月16日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年6月10日 リハビリテーション科：林田主任

平成31年4月12日 リハビリテーション科：久保田主任

平成31年4月17日 脳神経外科：一ノ瀬医師

　令和元年5月10日 リハビリテーション科：林田主任

健康講座開催状況
令和元年度

開催日 派遣講師 開催内容 担当事務



甘久長寿会 健康講座（リハビリと食事について・健康体操）10：00～11：00 連携室：平野局長
甘久公民館 連携室：森　孝史
60名
川良長寿会 健康講座（認知症について・健康体操）10：00～11：00 連携室：平野局長
川良公民館 連携室：森　孝史
30名
西信手野東長寿会 健康講座（脳卒中について）14：00～15：00 連携室：平野局長
馬場自治公民館 連携室：森　孝史
17名
住之江老人クラブ 健康講座（認知症について・転倒予防について）10：00～11：00 連携室：平野局長
住之江公民館 連携室：森　孝史
60名
牛津町泉寿会 健康講座（脳卒中について）13：30～14：30 連携室：平野局長
泉公民館 連携室：森　孝史
20名
輝き大学 健康講座（食道がんについて）9：30～10：30 連携室：平野局長
塩田公民館 連携室：森　孝史
200名
有田九十九寿老人会 健康講座（食事と栄養について）10：00～11：00 連携室：平野局長
白川公民館 連携室：森　孝史
40名
牛津寿会 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
砥川町公民館 連携室：森　孝史
15名
久津具老人会 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
久津具公民館 連携室：森　孝史
25名
更生会老人クラブ 健康講座（薬の正しい飲み方について）10：30～11：30 連携室：平野局長
遠江中公民館 連携室：森　孝史
30名
有田町9区老人会 健康講座（脳卒中について）14：00～15：00 連携室：平野局長
原明公民館 連携室：森　孝史
50名
若木町長寿会 健康講座（脳卒中について）9：30～10：30 連携室：平野局長
若木公民館 連携室：森　孝史
40名
武内赤穂山上古賀長寿会 健康講座（脳卒中について）11：30～12：30 連携室：平野局長
上古賀公民館 連携室：森　孝史
35名
西吉田長寿会 健康講座（脳卒中について）14：00～15：00 連携室：平野局長
西吉田公民館 連携室：森　孝史
25名
医王寺老人会 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
医王寺公民館 連携室：森　孝史
30名
牛津ひさご会 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
柿樋瀬公民館 連携室：森　孝史
20名

　令和元年9月10日 リハビリテーション科：久保田主任

　令和元年9月11日 リハビリテーション科：秀島副主任

　令和元年8月29日 リハビリテーション科：秀島副主任

　令和元年9月5日 脳神経外科：大中医師

　令和元年9月5日 リハビリテーション科：鬼塚課長

　令和元年8月20日 リハビリテーション科：久保田主任

　令和元年8月21日 薬局：的場薬局長

　令和元年8月28日 リハビリテーション科：前田主任

　令和元年8月9日 外科：藤田院長

　令和元年8月10日 栄養科：大島主任

　令和元年8月19日 リハビリテーション科：久保田主任

　令和元年7月17日 脳神経外科：大中医師

　令和元年7月20日 リハビリテーション科：前田主任

　令和元年8月7日 リハビリテーション科：鬼塚課長

　令和元年7月12日 リハビリテーション科：久保田主任

　令和元年7月15日 リハビリテーション科：林田主任



江北千歳会老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
八町コミュニティ会館 連携室：森　孝史
40名
湯の田老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
湯の田公民館 連携室：森　孝史
35名
牛津町勝友会 健康講座（脳卒中について）13：30～14：30 連携室：平野局長
勝公民館 連携室：森　孝史
22名
白石鶴寿会 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
八ノ割公民館 連携室：森　孝史
40名
白石町老人連合会 健康講座（脳卒中について）14：00～15：00 連携室：平野局長
白石町総合センター 連携室：森　孝史
300名
福富南区老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
南区公民館 連携室：森　孝史
30名
福富北区老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
北区公民館 連携室：森　孝史
40名
若木町婦人会 健康講座（脳卒中について）19：00～20：00 連携室：平野局長
若木町公民館 連携室：森　孝史
90名
白石大戸老人クラブ 健康講座（リハビリと栄養について）10：20～11：20 連携室：平野局長
大戸公民館 連携室：森　孝史
50名
橘町婦人会 健康講座（脳卒中について）10：15～11：15 連携室：平野局長
橘町公民館 連携室：森　孝史
50名
多久町老人クラブ 健康講座（感染予防について）10：15～11：15 連携室：平野局長
多久公民館 連携室：森　孝史
60名
牛屋東分老人クラブ 健康講座（感染予防について）10：00～11：00 連携室：平野局長
有明町医王寺 連携室：森　孝史
50名
桑木原老人会 健康講座（脳卒中について）10：30～11：30 連携室：平野局長
桑木原公民館 連携室：森　孝史
35名
大野老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
山内町コミュニティーセンター 連携室：森　孝史
40名
牛津町長寿会 健康講座（脳卒中について）13：30～14：30 連携室：平野局長
江津公民館 連携室：森　孝史
20名
東川登町婦人会 健康講座（脳卒中について）19：30～20：30 連携室：平野局長
東川登公民館 連携室：森　孝史
20名

　令和2年1月9日 リハビリテーション科：鬼塚課長

　令和2年1月10日 リハビリテーション科：田中秀

　令和2年1月10日 脳神経外科：大中医師

　令和元年11月28日 看護部：安藤感染対策担当

　令和元年12月16日 看護部：安藤感染対策担当

　令和元年12月21日 リハビリテーション科：前田主任

　令和元年10月25日 脳神経外科：大中医師

　令和元年11月15日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年11月23日 リハビリテーション科：古屋

　令和元年10月16日 脳神経外科：大中医師

　令和元年10月18日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年10月24日 リハビリテーション科：林田主任

　令和元年10月5日 リハビリテーション科：田中秀

　令和元年10月11日 リハビリテーション科：松尾

　令和元年10月12日 リハビリテーション科：田中秀

　令和元年9月18日 リハビリテーション科：林田主任



東川登町内田寿会 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
内田公民館 連携室：森　孝史
40名
山内町万寿会 健康講座（脳卒中について）9：30～10：30 連携室：平野局長
宮野公民館 連携室：森　孝史
60名
江北町馬場老人クラブ 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
馬場公民館 連携室：森　孝史
20名
若木長寿クラブ 健康講座（脳卒中について）10：00～11：00 連携室：平野局長
若木公民館 連携室：森　孝史
50名
牛津本町福寿会 健康講座（脳卒中について）11：00～12：00 連携室：平野局長
本町公民館 連携室：森　孝史
15名

　令和2年2月13日 リハビリテーション科：田中秀

　令和2年2月20日 リハビリテーション科：久保田主任

　令和2年1月23日 リハビリテーション科：前田主任

　令和2年1月24日 リハビリテーション科：秀島副主任

　令和2年2月12日 リハビリテーション科：林田主任


