｢高齢社会をよくする女性の会･大阪｣ は、ご依頼に応じて講師を派遣(出前講座)しています。
このページでは、今までに行なってきた講師派遣の実績をご覧いただけます。
地域の皆さまと学びの輪を広げたいと思います。ぜひお声をかけて下さいませ。

講師派遣実績＆予定
日 時

2016.8.～
依頼元

講師

内

降順

容

2016.7.14

NPO法人大阪府北部コミュニティ
カレッジ（ＯＮＣＣ）

吉年 千寿子

介護保険について

2016.6.25

大阪地域医療研究会

植本 眞砂子

当事者アンケートから見えてきたもの

2016.2.7

北摂女性の会

古田 洋子

わかりやすい法律教室 ～介護保険ってなあに～

2016.1.14

NPO法人大阪府北部コミュニティ
カレッジ（ＯＮＣＣ）

吉年 千寿子

事例で学ぶ介護保険

2015.2.1

トムテ（NPO法人 成年後見支援・普及センター）

瀬能 邦子

介護保険について

大阪市人権啓発・相談センター

瀬能 邦子

高齢者問題の現状と課題～高齢者の人権侵害と相談支援～（仮称）

2014.7.17
9.18
10.23

自治労府職退職者会

介護問題研究会
メンバー

３回シリーズ 「介護保険」の基礎講座

2014.7.15
9.3

NPO法人 大阪府北部コミュニティカレッジ（ONCC）

吉年 千寿子

介護保険制度について

2014.11.28
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講師派遣実績＆予定

2016.8.～

日 時

依頼元

2014.1.29
2.17
3.21

クレオ大阪中央(大阪市各区男女きらめきのつどい事業）
1/29(城東区) 2/17(旭区) 3/21（大正区）

熊野 以素

2014.1.17～18

倉吉市「男女共同参画フォーラム」

小松 満貴子

子育てから高齢者問題までを、繋がりがあり切り離せない問題として
とらえ、医療・ 福祉を関連の深い一つの分野とし、安心・安全で暮
らしやすい地域社会を築くため、様々な立場、視点で議論する。

2013.11.18

ＮＰＯ法人 シスターフッド大阪

中尾 敦子

５０歳からの老後を支えるじぶん力
～不安・心配・・・ それでも個人として大切に生きたい私の老後～

2013.11.16

さする庵 女性晩年研究室

瀬能 邦子

介護保険について

①中尾 敦子
②瀬能邦子・吉年千寿子
③植本 眞砂子

50歳からの老後を支えるじぶ

古田 洋子

傾聴からはじまるソーシャルワークセミナー

小林 敏子

高齢社会をよくする女性の会･大阪の歩み
「認知症に寄り添う」

2013.7.15
～
11.23

講師

クレオ大阪東 3回連続講座
7/15(月・祝)・9/16(月・祝)・11/23(土・祝)

2013. 7. 8

大阪YWCA

2013. 6.20

ほっとやケアセミナー実行委員会

2013. 3.19

大阪YWCA

小林 敏子

2013. 2.27

(財)大阪市女性協会

山田 芳子

(予定)

内

降順

容

本音トークで考える、私と介護のほどよい関係

①気持ち編
②介護編
③自立編
「認知症に寄り添う」

あなたの力を活かしませんか？ みんなでつくる“地域の絆”講座
wabas大阪活動の紹介 (自分たちの活動をどう広げていったか)

2013. 1.30
～ 2.13

クレオ大阪中央(コラボ事業)

介護問題研究会

2012.11.28

(財)大阪市女性協会

山田 芳子

2012.10.17

大阪市男女共同参画センター
クレオ大阪中央

2012. 8.28

(社福)大阪手をつなぐ育成会

吉年 千寿子

介護保険制度 基本の "ホ"

2012. 7.24

(社福)大阪手をつなぐ育成会

瀬能 邦子

介護保険制度 基本の "キ"

2012. 7.12

東大阪市男女共同参画センター・イコーラム

小林 敏子

老後を楽しく過ごす～高齢社会をどう生きるか

2012. 7. 1

泉北おんなの大学

山田 芳子

人生の長い午後 いつまでも ときめいて生きたい！

2012. 2.21

宝塚市男女共同参画課

中尾 敦子

高齢者のための生涯学習

小林 敏子
シニアライフ・サポート
倶楽部メンバー

3回シリーズ
「介護保険の基礎講座」
あなたの力を活かしませんか？ みんなでつくる“地域の絆”講座
wabas大阪活動の紹介 (自分たちの活動をどう広げていったか)

５０から準備！おひとりさま充実生活
生きるために死と向かい合おう ～家・カネ・病・介護・エンディング～
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講師派遣実績＆予定
日 時

2016.8.～
依頼元

講師

小堀 直子
スタッフ４名
川原 千鶴子
中尾 敦子

内

降順

容

2012. 10.23

(社福)大阪手をつなぐ育成会

介護保険制度 基本の "ン"

2011.11.15

吹田市生涯学習課(市民大学講座)

2011.10. 7

一金会(神戸大学同窓会有志)

山田 芳子

老いてもなお光を求めて

2011. 2.19

城東区民生委員協議会

田代 眞朱子

認知症サポーター養成講座他

2010.11.15

日本キリスト教団高齢者問題委員会

小林 敏子

老いる準備～病気になったり介護が必要になったらどうする

2010. 8.10

吹田市生涯学習課(市民大学講座)

角本 典子
古田 洋子

高齢期の住まいはどこに？

2010. 3.19

弁天町市民学習センター

舟橋 真理子
wabasメンバー 4名

ワークショップ「ケアプランづくりの実際」

2010. 3.12

弁天町市民学習センター

熊野 以素

介護保険の上手な活用方法

2010. 3. 5

弁天町市民学習センター

瀬能 邦子

介護保険の基礎知識

2010. 2.28

ＮＰＯ法人介護の家コスモス男山

瀬能 邦子

介護保険と小規模多機能型居宅の役割について

2010. 2.19

茨木市 ローズワム

角本 典子
古田 洋子

安心して暮らせる老いの住まい方

2010. 1～2

ウイズはんなん女と男委員会

熊野 以素

介護保険について

2010. 1.30

西宮市女性ネットの会

中尾 敦子

「私の老後は何とかなるの？」家族とお金と知恵と友だち

2009.11.17

ＨＳＣ三国会
宝塚市人権男女共同参画課

中尾 敦子

生涯学習「高齢期を輝いて生きるために･･･」

2009.10.28

大阪市港湾局経営管理部

熊野 以素

高齢者がどういう人権問題を抱えがちかという視点からの話

2009. 3.25

伊丹市立人権啓発センター

劇団wabas大阪

寸劇４話

2009. 2.22

茨木市男女共同参画課

山田 芳子

揺れる時代の中で最後まで自立して生きる～介護する側とされる側～

2009. 2.17

泉大津市人権啓発課

中尾 敦子

自分らしく年を重ねるために

2009. 1.26

大阪府生活学校連絡会

中尾 敦子
久原 正子

介護予防：健康寿命について

2009. 1.25

泉大津市男女共同参画課

中尾 敦子

介護が必要になっても、自分らしく明るく前向きに生きるためには･･･

検証！誕生10年介護保険のイロハ

いきいき暮らそう！大丈夫ですか？「あなたの老い支度」
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