
2016 年 8 月 19 日 

各 位 

一般財団法人 国際技能・技術振興財団  

                           常務理事 城多 秀年 

第第第第 1111 回回回回    KGSKGSKGSKGS 認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防    

フォローアップセミナーのご案内フォローアップセミナーのご案内フォローアップセミナーのご案内フォローアップセミナーのご案内    

 

  拝啓 盛夏の候、皆さまにおかれましては、益々ご活躍のこととお喜び申し上げます。 

第 1 回「認知症予防支援相談士」資格認定を実施致しましてから早くも 4 年が経過致しました。 

その間、新たに資格支援センターの協力を得て「認知症予防音楽ケア体操指導員」「認知症予防

食生活支援指導員」資格認定を実施して参りました。本年 8 月時点で合計 1,150 名（全資格）の 

方が、これらの資格認定を受けております。 

この度、これら資格認定を受けた方々のフォローアップの一環と致しまして専門講師による     

「「「「第第第第 1111 回回回回 KGSKGSKGSKGS 認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防フォローフォローフォローフォローアップセミナーアップセミナーアップセミナーアップセミナー」」」」を企画致しました。 

下記の通りご案内申し上げます。                                     敬具  

記    
はじめにはじめにはじめにはじめに    

「認知症」をどのように防ぐか、貴方はご存知ですか？ 認知症は、誰もが発症する恐れのある

疾患であり放置すると進行して症状が悪化するため、その予防と早期発見が重要です。 

認知症の発症は、年々増加傾向にあり、高齢層だけではなく若年層にも拡大しており、 

国際的にも大きな課題の一つです。今回のセミナーでは、生活習慣病との関係や、認知症発生

を防ぐ方法（具体的な方策）を講義や演習の課題として取り上げて参ります。 

皆さまの実践的な知識の向上に役立つワークショップを中心とした参加型のセミナーです。 

どうぞ奮ってご参加ください。 

    

1. 開催開催開催開催日時日時日時日時    ::::    平成平成平成平成 22228888 年年年年 9999 月月月月 18181818 日日日日    ((((日日日日))))        13131313 時時時時 00000000 分～分～分～分～17171717 時時時時 30303030 分分分分    

19191919 日日日日    ((((月月月月)  10)  10)  10)  10 時時時時 00000000 分～分～分～分～17171717 時時時時 00000000 分分分分    

    

2. スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    (現時点での予定です) 

①①①①    認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防フ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナ ーーーー    （（（（1111 日目日目日目日目::::    13131313 時時時時 00000000 分～分～分～分～17171717 時時時時 30303030 分分分分））））    

 

◇基調講演：「認知症予防の重要性」「認知症予防と筋力トレーニング効果について」 

たくま内科・神経内科 顧問医学博士 吉田 昭彦 先生 

松蔭大学 スポーツ社会論講師, スポーツ医学指導員 白岩 元 先生 

◇白岩 元 先生によるワークショップ「認知症予防のためのトレーニングプランの作成」 

 （グループごとにディスカッションを通して実践的なトレーニングプランを立案・作成します） 

◇「認知機能活性化のための食生活の提案」 

東京衛生病院 健康教育科 科長 博士（栄養学） 米国登録栄養士 仲本桂子 先生 

～参加者からの質問コーナー～    



②②②②    認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防フ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナフ ォ ロ ー アッ プセ ミナ ーーーー    （（（（2222 日目日目日目日目::::    11110000 時時時時 00000000 分～分～分～分～17171717 時時時時 00000000 分分分分））））    

 

◇白岩 元 先生によるワークショップ「認知症予防のためのトレーニングプランの作成」 

 （前日に続き、グループごとに実践的なトレーニングプランを作成） 

●認知症の症状の紹介とそれに対応する対策 

●認知症の予防と対策案の作成（さまざまな症状の把握と対策の立案） 

●グループワークによる立案発表（全体） 

◇認知症予防についてのまとめ（今後の対策：生活習慣病・学習療法・作業療法、その他） 

◇閉講式・修了証を交付します 

※当日は、アンケートへのご協力をお願いします 

 

3. 会場会場会場会場::::田町「専売ホール」 8F ホール 

東京都港区芝 5 丁目 26 番 30 号 

JR【田町駅】 西口(三田方面)より徒歩 4 分,都営地下鉄【三田駅】 A3 出口より徒歩 3 分 

    

4. 受講料受講料受講料受講料：：：： 9,8009,8009,8009,800 円円円円    ,,,,    マイスター会員：マイスター会員：マイスター会員：マイスター会員：    8,0008,0008,0008,000 円円円円(いずれも消費税込) 

受講は、原則 2 日間となります。いずれか 1 日の参加は出来ません。 

    

5. 参加対象者参加対象者参加対象者参加対象者：：：： 本財団の有資格者 

             ・福祉部門マイスター・カード取得者 

             ・「認知症予防支援相談士」認定資格取得者（第 1 回～第 9 回） 

             ・「認知症予防音楽ケア体操指導員」認定資格取得者 

          ・「認知症予防食生活支援指導員」認定資格取得者 

  その他、現在、認知症予防活動に従事されている方。 

    

6. 定員数：定員数：定員数：定員数：６０６０６０６０名名名名 お申込み受付順です。定員数になり次第、締め切らせて頂きます。 

    

7. 服装：服装：服装：服装：運動・実技等がありますので、動きやすい服装にて。 

    

◆◆◆◆参加参加参加参加ののののご希望は、添付ご希望は、添付ご希望は、添付ご希望は、添付    申込書を申込書を申込書を申込書を FAFAFAFAXXXX にてにてにてにてお申込みくださいお申込みくださいお申込みくださいお申込みください。。。。    

◆◆◆◆お申込みお申込みお申込みお申込み        締切締切締切締切期日期日期日期日：平成：平成：平成：平成 22228888 年年年年 8888 月月月月 31313131 日（日（日（日（水水水水））））            
    

なお、定員数になり次第、締め切らせて頂くことがありますなお、定員数になり次第、締め切らせて頂くことがありますなお、定員数になり次第、締め切らせて頂くことがありますなお、定員数になり次第、締め切らせて頂くことがあります。。。。    

    

◆◆◆◆お申込みお申込みお申込みお申込み受付受付受付受付順に順に順に順に、、、、振込先を振込先を振込先を振込先をごごごご通知いたします通知いたします通知いたします通知いたします。。。。    

        受講料は受講料は受講料は受講料は、、、、指定の指定の指定の指定の振込先振込先振込先振込先へのへのへのへのお支払お支払お支払お支払となります。となります。となります。となります。    
当日当日当日当日、受付での、受付での、受付での、受付での受講料受講料受講料受講料（現金）の（現金）の（現金）の（現金）のお取り扱いお取り扱いお取り扱いお取り扱いは致しませんは致しませんは致しませんは致しません    



第第第第 1111 回回回回    KGS KGS KGS KGS 認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防フォローアップセミナーフォローアップセミナーフォローアップセミナーフォローアップセミナー申込書申込書申込書申込書    

    

★★★★おおおお申込申込申込申込みみみみ締切期日締切期日締切期日締切期日    

平成平成平成平成 28282828 年年年年 8888 月月月月 31313131 日日日日    （（（（水水水水））））    
 

★★★★お申し込みは////    FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----5443544354435443----0412041204120412                

一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    国際技能国際技能国際技能国際技能・・・・技術振興財団技術振興財団技術振興財団技術振興財団    事務局事務局事務局事務局    行行行行    

「「「「認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防フォローアップセミナーフォローアップセミナーフォローアップセミナーフォローアップセミナー」」」」    参加参加参加参加をををを申込申込申込申込みますみますみますみます    

おおおお名前名前名前名前        

    

    

ごごごご    住住住住    所所所所        〒〒〒〒    

                                                                                                                                

    

電話番号電話番号電話番号電話番号    

    

FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号    

    

・お・お・お・お申込申込申込申込みみみみ日日日日:2016:2016:2016:2016 年年年年        月月月月        日日日日    

・「認知症予防支援相談士」（第  回）  

・「認知症予防音楽ケア体操指導員」（第  回） 

・「認知症予防食生活支援指導員」（第  回） 

・認定番号:20   - 00  - 00 （わかれば記載ください） 

・マイスターマイスターマイスターマイスター会員会員会員会員・・・・    入会入会入会入会なしなしなしなし    （（（（いずれかにいずれかにいずれかにいずれかに○○○○をををを付付付付けてくださいけてくださいけてくださいけてください）））） 

注注注注））））    上記上記上記上記、、、、枠内枠内枠内枠内をををを必必必必ずごずごずごずご記入記入記入記入のののの上上上上、、、、このこのこのこの申込書申込書申込書申込書をををを FAXFAXFAXFAX してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

ごごごご質問質問質問質問::::今回今回今回今回のテーマにのテーマにのテーマにのテーマに関連関連関連関連してしてしてして、、、、日頃日頃日頃日頃からからからから気気気気になることやになることやになることやになることや尋尋尋尋ねたいことがあればごねたいことがあればごねたいことがあればごねたいことがあればご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

    

 

〒108-0014 東京都港区芝 5-26-20 建築会館 3F 

TEL：03-5443-0411, FAX：03-5443-0412        一般財団法人 国際技能・技術振興財団    


