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〔基本方針〕

　団塊の世代が本格的な高齢期を迎えた今、わが国の高齢化率（６５歳以上が総人

                                                                                       平成３１年３月

する各種相談への対応、認知症についての正しい知識等の普及・啓発、認知症

ジングサポート事業により予防健康管理のための運動（スクエアステップ運動等）

   また、昨年度から介護実習・普及事業を廃止し、新たに２つの事業に取り組ん
でいますが、まず、元気高齢者の活躍促進事業では、すこやか長寿大学校の運営、

口に占める割合）は、上昇の一途にあり、２０６０年には２．５人に１人が６５歳
以上になると推測されています。

   本県においても、高齢化率は、平成２９年１０月時点で３１．２％と全国平均
（概算値）を３．５ポイント上回っており、前年同期に比べ０．８ポイント上昇

                                                                       （出典：内閣府高齢社会白書）

   少子化や県外への人口移動により本県人口の減少が続く中、高齢者は地域のマン

   次に、認知症サポートセンター設置事業では、若年性認知症も含め認知症に関

健康福祉祭ながさき大会で培った関係機関・団体との連携・協力体制を一層深め、
県ねんりんピックの開催や第３２回全国健康福祉祭和歌山大会への選手団の派遣
等に取り組むとともに、健康長寿社会の実現を目指し、高齢者の健康づくりや
一層の社会参加と地域活動の普及定着を誘導・支援するため、アクティブ・エイ

パワーとして、今後ますます重要な役割を担うものと思われます。

しています。

の全県的な展開を図ってまいります。

などに取り組みます。

続き取り組んでまいります。

介護人材育成のための研修などを実施してまいります。

高齢者の社会参加や地域貢献活動を促すためのフォーラムの開催、高齢者が地域
の担い手として活躍していただけるための市町と高齢者団体とのマッチング活動

   従って、高齢者が、これまでの人脈や技能を遺憾なく発揮し、社会に積極的に
関わるとともに、健康な身体を維持し、健やかな生活を送る必要があります。

当財団においては、以上のような状況を踏まえ、平成３１年度においても引き続
き、財団の使命である公益性の増進という観点に立ち、高齢者の生きがいと健康
づくりを目的として、常に検証と見直しを進めながら事業を展開してまいります。

   明るい長寿社会づくり推進事業では、平成２８年度に実施された第２９回全国

    これらの事業を通して、高齢者にやさしい環境・社会づくりに資するよう引き
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１　財団の広報と情報の提供

財団の広報と高齢者の社会活動についての啓発、普及

① 啓発用パンフレット、リーフレットの配布

②

情報誌「そよかぜ」の発行

高齢者及びその家族等のため、豊かな人生を創造する情報誌を発行する。

◇情報誌 「そよかぜ」

① 発行

定期発行　（年4回）発行部数　６,０００部

② 配布先

インターネット・ホームページの運用

ライブラリーの設置・運営

２  関係機関、団体との連携　(令和元年度 年間主要行事予定表参照)

関係機関・団体等との連携・協力のもとに各種事業を実施する。

（1）

あらゆる広報媒体を利用し、明るい長寿社会推進事業及び認知症サポートセ
ンター事業について県民へ周知するための広報活動を行う。

また、県民一人ひとりが少子高齢社会を認識し支えていくための広報活動を
行い、明るい長寿社会づくりを推進する。

（２）

県・関係機関、市町、県市町社会福祉関係協議会、県市町老人クラブ関係機
関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、老人福祉・老人保健施設、介護関係病
院、公民館、図書館、看護協会、栄養士会、スポーツ競技団体、財団会員、
個人読者等

「さわやか長崎すこやか人生」ラジオ放送の実施
（毎週日曜日8:00～8:30）

（３）

財団の活動状況を広く県民に理解してもらうために、インターネットのホー
ムページを活用して事業内容を紹介する。

（４）

高齢者福祉に関する図書、ＤＶＤ、ビデオテープ、行政・各種団体等の情報
誌、機関誌を閲覧・貸出しの利用に供するためのライブラリーを設置、運営
する。
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①

(1) 

(2)

◇ 令和元年 5月１１日（土）

◇

諫 早 市 県立総合運動公園、諫早市中央体育館
多良見なごみの里運動公園、小野体育館
諌早パークレーン

長 崎 市 長崎市総合運動公園、長崎カンツリー倶楽部
佐世保市 市営温水プール

◇

◇

(3)
(ｱ)

◇
 ◇

◇

競技種目  １９種目

・卓　球　・テニス　・ソフトテニス　・ソフトボール　
・ゲートボール  ・ペタンク　・マラソン　・弓　道　・剣　道　

長 与 町 長与町民体育館、長与シーサイドパーク多目的広場

３  明るい長寿社会づくり推進事業

（１） 高齢者のスポーツ、健康づくり事業

第１6回長崎県ねんりんピック

県内の高齢者を対象に、スポーツ・文化活動を通じて健康の保持・増進と生
きがいの高揚を図るとともに、高齢者相互及び地域間の交流を促進し、明る
い活力ある長寿社会づくりを推進するため本大会を開催する。

本大会は、第３2回全国健康福祉祭和歌山大会の派遣選手選考会を兼ねる総
合大会とする。

総合開会式

ボウリング４月２0日（土）、ゴルフ５月８日（水）に実施、

開催場所
大 村 市 シーハットおおむら、大村市陸上競技場、大村市弓道場

大村市古賀島スポーツ広場、大村市総合運動公園

ソフトボールは５月１１日（土）～１２日（日）の２日間実施、
マラソン５月１２日（日）、ローンボウルス５月１５日（水）に実施

令和元年 5月１１日（土）（大村市　シーハットおおむらメインアリーナ）

スポーツ交流大会

開催期日 

参加選手役員    約 ３，７００ 名（予定）

開催期日 令和元年 ５月 １１日（土）
開催場所 長崎県勤労福祉会館
参加選手役員   約　１5０名(予定)

・グラウンド･ゴルフ ・太極拳・ボウリング・ソフトバレーボール　　
・サッカー  ・水　泳 ・ターゲット･バードゴルフ・ローンボウルス 　 
・ゴルフ　・バウンドテニス

文化交流大会
囲碁交流大会



4

(ｲ)

◇
◇
◇

(ｳ) 

　　　◇
◇
◇

(4)

◇
◇
◇
◇
◇

②

◇
◇
◇

◇ 参加種目

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

参加選手役員  約　１１０名(予定)

健康マージャン

開催期日 令和元年 ５月 １２日（日）

ふれあい三世代交流将棋大会

開催期日 令和元年 ５月 １２日（日）
開催場所 長崎県勤労福祉会館

開催期間 令和元年 ６月６日（木）～ ９日(日) ４日間
開催場所 長崎県美術館県民ギャラリー
内    容 絵画、写真、書、工芸・彫刻

開催場所 マージャンハウスいでがみ（長崎市）
参加選手役員  約　１0０名(予定)　

生きがい作品展

全国の高齢者の友好を深め、生きがいを創造することを目的に、各種のス
ポーツ競技や囲碁・将棋、美術等の文化的活動を通じ、日頃培った技や作品
のできばえを競い合う全国健康福祉祭が、今年度は和歌山県で開催されるた
め選手及び役員を派遣する。

開催期間 令和元年１１月 ９日（土）～ １２日（火）４日間
開催地 和歌山県内　９市１２町

出品点数 約　４４０点(予定)
出品者延べ人数 約　 １，１００名(予定)

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会

参加選手役員        約　　１５６ 名（予定）

スポーツ交流大会(１０）
・卓球　・テニス　・ソフトテニス　・ゲートボール　

・弓道　・剣道
・ペタンク  ・ゴルフ　・ソフトボール　・マラソン

ふれあいスポーツ交流大会（９）
・水泳　・グラウンド･ゴルフ　　
・ボウリング ・サッカー・ソフトバレーボール・ウォークラリー　
・太極拳・ダンススポーツ　・パークゴルフ　
文化交流大会（３）
・囲碁　・将棋　・健康マージャン
健康、福祉、生きがい関連・共通イベント
・美術展、音楽文化祭、相談コーナー、シンポジウム、　　            
　健康福祉機器展、ふれあい広場等の関連イベント
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③

(1)

1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)

2)

(ｱ)
(ｲ)
(ｳ)

(2) 高齢者の運動機能向上及び地域リーダー育成事業

(ｱ)
(ｲ)

主管団体 長崎県バウンドテニス協会

主管団体
指定期間

指定地域

指定期間

大村市

平成２９年度～令和元年度

指定競技　１

アクティブ・エイジングサポート事業

シニア競技普及事業

全国健康福祉祭ながさき大会開催競技種目を普及・定着させることで、
スポーツ・文化の普及振興を図るとともに、高齢者の健康・   生きがい
づくりと地域間の交流に資する。

シニア競技「指定種目」普及事業

バウンドテニス

高齢者が健康寿命を伸ばし、生活の質を上げていけることを目的に、  健康
づくりの実践とスポーツの普及・振興を図るとともに、地域内の実践リー
ダーを育成し、「閉じこもり気味高齢者｣の社会的参加促進に取り組む事業
を実施する。

指定競技　２

長崎市
指定期間 平成30年度～令和２年度

シニア競技「地域指定」普及事業

長崎県ターゲット・バードゴルフ協会
競技種目

平成３０年度～令和２年度

バウンドテニス
主管団体 長崎県バウンドテニス協会
指定地域

指定地域

平成２４～２５年度に長崎大学の協力を受け実施した｢高齢者の運動機能向
上モデル事業｣や、平成２６年度から実施している「スクエアステップ運動
普及事業」、平成２９年度まで実施した「松浦市モデル事業」を踏まえ、地
域の実態に応じたアクティブ・エイジングサポート事業の推進を図る。令和
元年度の主な取り組みは次のとおり。

スクエアステップ運動の普及・定着を図るための講師の派遣
市町ネットワーク拡大のための、ネットワーク会議開催

長与町
ターゲット・バードゴルフ
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啓発・表彰事業 　

長崎県高齢者いきいきフォーラム県民大会開催

◇ 開催期日
◇ 開催場所 佐世保市（予定）
◇ 参加者数 一般県民　約５００名
◇ 大会内容 ①地域で活躍する高齢者団体等の表彰

②活動発表
③講　　演
④地域文化伝承活動発表　　　　　　　　

人材育成事業

①

◇ 入学資格　　県内在住で５５歳以上の方
◇ 入学定員

(1) 長 崎 校 ４０ 名
(2) 佐世保校 ４０ 名

◇ 講座内容

(1) 講　座 １講座２時間（13：30～15：30）、年間３０講座
(2) 開講日 長崎校（火曜日）、佐世保校（木曜日）
(3) 募　集 原則として公募
(4) 受講料 １０，０００円(年間）

（２）

４　元気高齢者の活躍促進事業

（１）

高齢者の社会参加、地域貢献活動について共に考えることにより高齢者の社会参
加に向けた機運の醸成を図る。

高齢者が自らの知識・技能を活かしていきいきと活躍できる社会の実現を目
指し、地域における助け合いや、地域文化の伝承、健康・生きがいづくり活
動など、地域で活躍する高齢者の優れた取組の紹介等を通して、高齢者の社
会参加、地域貢献活動について共に考え、高齢者の社会参加に向けた機運の
醸成を図ることを目的に開催する。

令和２年１月３１日（金）

高齢者の積極的な社会参加を促し、地域の活力を高め、人や地域のネット
ワークづくりを進めるために、高齢者を対象とした地域貢献活動を誘導して
いく人材の育成をめざす。
本大学校は、財団及び長崎大学（地域教育連携・支援センター）との連携事
業で、令和元年度（第６期シニアいきいきカレッジ）は、令和元年５月開
講、令和２年２月閉講とし長崎校と佐世保校の２か所で実施する。

すこやか長寿大学校（シニアいきいきカレッジ）開催

地域活動の実践に必要な知識と技術を修得するため、講師によるゼミ形
式の講座や実技・実習を伴った講座を行った後、後半ではスポーツ大会
や文化祭などのイベントを企画運営するノウハウを実践的に学習する。
また、期間中希望者を対象として開講日以外の日にボランティアなどの
活動体験を行い、卒業後における地域貢献活動への参加を促進する。
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② すこやか長寿大学校同友会活性化

　　　

元気高齢者の活躍促進事業

◇ アドバイザー派遣

・高齢者の生活支援ニーズへの対応

　見守り、買い物支援、生活のちょっとした困りごとへの支援

（電球交換、植木剪定、ごみ捨てなど）

・高齢者の生活以外の地域のインフォーマルニーズへの対応

   地域安全活動、環境保全活動、地域行事活動など。

すこやか長寿大学校卒業生の組織である、長崎校同友会と佐世保校同友会が
実施している活動事業及び研修事業の費用の一部を助成することにより、卒
業生の地域貢献活動への参画を促進する。

（３）

地域課題の解決の担い手等として、元気な高齢者に活躍していただくことによ
り、誰もが健康で生きがいを持って、生き生きと輝く生涯現役の社会づくりを目
指す。

　子育て支援、子ども支援、障害者支援、学校行事への協力、文化伝承活動、

地域課題の解決等に取り組もうとする高齢者団体（退職者団体）等に対
し、先進地の実践者等をアドバイザーとして派遣し、活動の仕組みづく
りを支援する。
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５　認知症サポートセンター設置事業

認知症介護人材育成事業

① 認知症介護基礎研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所
◇ 定　　員 ２８０名（本土８０名×３回、離島４０名×１回）
◇ 研修内容 ・

・

※

② 認知症介護実践者研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所
◇ 定　　員 ３６０名（本土８０名×４回、離島４０名×１回）
◇ 研修内容 ・

・

※

なお、本事業は県の公募により指定された団体が実施することになっているた
め、令和元年度当初に応募し、指定を受けることが前提となる。

（１）

県の指定事業であるため、開催期日・場所等については、令和元年度に
指定を受けてから決定する。

講義演習１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
認知症の人の理解と対応の基本及び認知症ケア
の実践上の留意点等

講義演習５日間、職場実習４週間、報告会１日
認知症のケアの基本的視点と理念、認知症の人
の家族への支援方法及び認知症の人とのコミュ
ニケーションの理解と方法等

県の指定事業であるため、開催期日・場所等については、令和元年度に
指定を受けてから決定する。

年４回
長崎市、佐世保市、諫早市、五島市（予定）

年５回
長崎市（２回）、佐世保市、諫早市、五島市（予定）

また、介護サービス事業者が計画的に研修を受講できる環境を整えるため、認知
症に関する研修を体系化し、一元的に実施する。

認知症高齢者に対する質の高い充実した介護サービスの提供に向け、認知症介護
技術の向上と認知症介護専門職員の養成を目的とした研修を行う。

認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で基礎的な知識や技術とそ
れを実践する際の考え方を身につけ、チームアプローチに参画する一員とし
て基礎的なサービス提供を行うことが出来るようにする。

高齢者介護実務者及びその指導的立場にある者に対し、認知症介護に関する
実践的な研修を実施することにより、認知症介護の理念、知識及び技術を習
得させ、認知症介護技術の向上を図る。



9

③ 認知症介護実践リーダー研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所
◇ 定　　員 ３０名
◇ 研修内容

・

※

認知症施策普及・支援事業

① 電話対応

② キャラバン・メイト養成研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所 長崎市
◇ 定　　員 １００名
◇ 研修内容 ・

・

※ 県の委託事業であるため、開催期日・場所等については令和元年度に
入ってから決定する。

認知症介護実践リーダーの役割、実践者へのス
トレスマネジメントの理論と方法及び認知症ケ
アにおけるチームアプローチの基本と実践等

講義演習１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2）

認知症の理解、認知症サポーター及びキャラバ
ン・メイトの役割と講座運営の実際等

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者
である「認知症サポーター」の養成講座の講師役である「キャラバン・メイ
ト」を養成する。

認知症に関する各種相談内容に応じて、地域包括支援センター、認知症の人
と家族の会、認知症疾患医療センター等の適切な機関につなげる。

県の指定事業であるため、開催期日・場所等については、令和元年度に
指定を受けてから決定する。

年１回

・

認知症に関する各種相談を関係機関へ橋渡しするとともに、キャラバン・メイト
養成のための研修を行う。

講義演習９日間、職場実習１８日間、報告会１日

年１回

実践者研修で得られた基本的知識をさらに深め、指定介護保険施設及び指定
介護保険事業所において、ケアチームを効果的・効率的に機能させる能力を
有した指導者を養成する。

長崎市（予定）
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③ 若年性認知症ピアサポート活動支援事業

若年性認知症総合推進事業

① 若年性認知症支援コーディネーター設置

② 若年性認知症自立支援担当者研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所 長崎市（予定）
◇ 定　　員 ５０名
◇ 研修内容 ・

・

※ 県の委託事業であるため、開催期日・場所等については令和元年度に
入ってから決定する。

市町・地域包括支援センター・介護事業所・医療機関等の若年性認知症自立
支援に関わる担当者向けに研修を実施する。

若年性認知症の総合相談窓口に「若年性認知症支援コーディネーター」を配置
し、相談内容に応じて支援等を行うとともに、適切な支援につなげるための市町
や関係機関とのネットワークづくりを行う。
また、若年性認知症者の支援体制を充実するため、若年性認知症自立支援担当者
向けの研修や実態調査等を行う。

若年性認知症支援に関係する機関（市町、就労・介護・医療関係機関のほ
か、家族会等のインフォーマルな支援機関を含む。）へのヒアリングや面談
等を実施して、担当窓口（担当者）や支援の現状を把握し、地域の社会資源
や課題を整理する。
また、関係機関を集めたネットワーク会議において、課題を共有し、相談・
支援体制や社会資源の充実に向けた取組を検討する。
さらに、社会資源のリスト、県内外の優れた取組やコーディネーターが関
わった支援事例等の情報を、市町や関係機関に提供する。

講義演習１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受診・受療支援、生活支援（経済的支援・日常
生活支援・就労支援）及び心理・社会的支援に
ついて等

年１回

若年性認知症の人等が集える場所をつくり、本人同士が支え合う仕組みを構築す
る。なお、認知症サポーターの見守り、傾聴などボランティア活動の場にも活用
する。

（3）
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認知症地域支援体制強化事業

① 認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所 長崎市（予定）
◇ 定　　員 ５０名
◇ 研修内容 ・

・

※

② 認知症地域支援推進員フォローアップ研修

◇ 開催回数
◇ 開催場所 長崎市（予定）
◇ 定　　員 ５０名
◇ 研修内容 ・

・

※

③ 認知症サポーター等活動促進事業

県の委託事業であるため、開催期日・場所等については令和元年度に
入ってから決定する。

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、認知症の人の容
態の変化に応じすべての期間を通じて必要な医療・介護等との連携・支援や
その家族を支援する相談業務等を行う地域支援推進員の現任者に対するフォ
ローアップ研修を実施する。

年１回

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい
環境で暮らし続けられるよう認知症の人や家族に早期に関わる認知症初期集
中支援チームの現任者に対するフォローアップ研修を実施する。

（4）

市町の認知症支援体制を強化するため、平成３０年４月に全市町に設置された
「認知症初期集中支援チーム員」及び「認知症地域支援推進員」向けの研修を行
う。

県の委託事業のため、開催期日・場所等については令和元年度に入って
から決定する。

講義演習１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
認知症に係る専門的な知識・技能を有する医師
の指導の下、認知症の人や認知症が疑われる人
及びその家族に対する初期支援を行い、自立生
活のサポートを実施する方法及び関係機関との
連携・情報共有の仕組みの確保について等

講義演習１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年１回

市町職員と「認知症サポーターが核となって活動している団体」との合同研
修会を開催し、顔つなぎを行うとともに、全国の優良事例の共有や地域の実
情に応じた取組みを一緒に考える場とし、活動のきっかけづくりを行う。ま
た、あと一押しで具体的な取組みに発展しそうな地域へ、アドバイザーを派
遣し、あらたな取組みにつなげ、地域支援体制の充実を図る。さらに、その
成果について発表する報告会を開催し、他市町への波及を図る。

医療機関・介護サービス・地域の支援機関をつ
なぐコーディネートについて、認知症に関する
社会資源等の情報収集・提供及び専門職・住民
の認知症対応力の向上について等
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(水)
(木)
(金)
(水)２５日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

１２日 第１７回長崎県ねんりんピック第１回実行委員会 長崎県総合福祉センター

１３日 第１回認知症介護実践者研修報告会（五島） 福江文化会館

６日 キャラバンメイト養成研修 長崎県市町村会館
１１日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

９月
２日 スクエアステップ講習会 有明保健センター

２１日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館
２９日 第１回認知症地域支援施策推進研修会（～３０日） 長崎県総合福祉センター

８月
７日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

１７日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館
２４日 第１回認知症介護実践者研修（五島）（～２８日） 福江文化会館

３日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村
１０日 長崎県地域包括ｹｱ推進協議会認知症部会（第1回） 県庁

７月
２日 第１回全国推進機構連絡協議会総会 東京都芝パークホテル

１８日 全国健康福祉祭選手選考会及び県ねんりん検討会議 財団
１９日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

６日 第１６回長崎県ねんりんピック生きがい作品展(～９日) 長崎県美術館県民ギャラリー

１２日 令和元年度第１回評議員会 セントヒル長崎（出島）

６月
５日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

２２日 令和元年度第１回理事会 セントヒル長崎（絹笠）
２９日 令和元年度第１回評議員選定委員会 財団

２１日 すこやか長寿大学校「ｼﾆｱいきいきｶﾚｯｼﾞ」開講式 長崎大学中部講堂
２２日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

１５日 第１６回長崎県ねんりんピックローンボウルス交流大会 長崎県立総合運動公園
１６日 全国健康福祉祭担当係長会議（１６日～１７日） 和歌山市

１２日 第１６回長崎県ねんりんピック健康マージャン交流大会 マージャンハウスいでがみ（長崎市）

１２日 第１６回長崎県ねんりんピックふれあい三世代交流将棋大会 長崎県勤労福祉会館

１２日 第１６回長崎県ねんりんピックソフトボール準決・決勝 諫早市なごみの里運動公園

１２日 第１６回長崎県ねんりんピックマラソン交流大会 県立総合運動公園園路

１１日 第１６回長崎県ねんりんピック総合開会式・スポーツ交流大会 シーハット大村他
１１日 第１６回長崎県ねんりんピック囲碁交流大会 長崎県勤労福祉会館

８日 第１６回長崎県ねんりんピックゴルフ交流大会 長崎カンツリー倶楽部
８日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

令和元年
５月

１７日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館
２０日 第１６回長崎県ねんりんピックボウリング大会 諫早パークレーン

４月
１０日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

平成 ３１ 年度　　年 間 主 要 行 事 予 定 表

年月日 事　　　　業　　　　名 開　催　場　所

平成３１年
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若年性認知症自立支援担当者研修会

１８日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

時期未定

第２回認知症地域支援施策推進研修会

１１日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

１７日 令和元年度第２回評議員会 セントヒル長崎

６日 第１７回長崎県ねんりんピック第２回実行委員会 長崎県総合福祉センター

１０日 令和元年度第２回理事会 セントヒル長崎

２７日 スクエアステップ運動普及事業ネットワーク会議

２８日 第２回推進機構連絡協議会総会 東京都

３月

１８日 すこやか長寿大学校「ｼﾆｱいきいきｶﾚｯｼﾞ」閉講式 長崎大学中部講堂

１９日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

２月

１２日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

２４日 九州地区推進機構実務者会議 熊本県

３１日 令和元年度長崎県高齢者いきいきフォーラム県民大会 アルカスＳＡＳＥＢＯ

１５日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館
２３日 第５回認知症介護実践者研修報告会（長崎） 長崎県勤労福祉会館

令和２年

１月 ８日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

１１日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

１７日 第４回認知症介護基礎研修 長崎県勤労福祉会館

９日 第５回認知症介護実践者研修（長崎）（～１３日） 長崎タクシー会館
４日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

１２月
３日 第３回認知症介護実践者研修報告会（諫早） 諫早市社会福祉会館

１３日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村
２０日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

１１月
９日 第３２回全国健康福祉祭和歌山大会（～１２日） 和歌山県

１６日 第３回認知症介護実践者研修（諫早）（～２０日） 諫早市
２５日 第３２回全国健康福祉祭和歌山大会結団壮行式・代表者会議 長崎県庁

１０日 アクティブ・エイジングサポート事業「地域指定」普及事業 長与町シーサイドパーク
１６日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 長崎県立総合体育館

１０月
９日 アクティブ・エイジングサポート事業「指定種目」普及事業 シーハット大村

平成 ３１ 年度　　年 間 主 要 行 事 予 定 表

年月日 事　　　　業　　　　名 開　催　場　所
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