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第1号議案

令和２年度事業報告および正味財産増減決算書並びに貸借対照表・財産目録・

監査報告に関する件

公益目的事業１　　府民に栄養・食生活に関する知識や技術を啓発、提供すること、および府

　　　　　　　　　内の管理栄養士・栄養士などの資質向上を図ることにより、健康増進、疾

　　　　　　　　　病予防のための食生活改善を行い、公衆衛生の向上に資する事業

Ａ. 管理栄養士・栄養士など栄養・食生活に関係する専門職に対し、資質向上を目指した事業

　1. 生涯教育研修会
　　　4月18日（必須）オリエンテーション　生涯教育制度について　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：会員12名)

　　（集合型) （実務1）412-101.「管理栄養士が行う入退院支援の現状と課題〜栄養情報提供書について〜」 (受講者：17名)

　　　　　　  （基本1）3-8.「感染対策　施設で実施したコロナの現状と対策」　　　　　　　　　　　　　  (受講者：16名)

　　　7月11日（基本1）6-1.「非常時の危機管理と食事提供」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (受講者：59名)

　　（集合型) （基本1）4-8.「栄養指導時に必要な献立と調理（栄養介入）」　　　　　　　　  (受講者：34名(学生2名含む))

　　　9月 5日（実務1）411-101.「在宅栄養管理〜訪問栄養食事指導の視点〜」　　 (受講者：45名(内 会場4名、Web 41名))

　　（併用型) （実務1）23-118.「オーラルフレイルについて」　　　　　　　　　　(受講者：40名(内 会場4名、Web 36名))

　　　　　　  （実務1）23-118.「歯科衛生士から見た口腔ケアと栄養状態」　　　　 (受講者：34名(内 会場3名、Web 31名))

　　  10月 3日（基本2・必須）2-5.「栄養素の消化と吸収（代謝）ビタミンⅡ：必要不可欠な脂溶性ビタミン代謝」

　　（併用型)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：71名(内 会場13名、Web 58名))

　　  11月14日（基本1）講義4-9.「栄養管理のモニタリング・再評価」

　　（併用型)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (受講者：26名(内 会場14名(会員外1名含む)、Web 12名))

　　　　　　  （基本1）演習4-9.「栄養管理のモニタリング・再評価」

(受講者：23名(内 会場12名(会員外1名含む)、Web 11名))

　　　1月30日（実務1）23-102.「糖尿病学会専門医の町医者診療」　　　　　　　　 (受講者：35名(内 会場5名、Web 30名))

　　  (併用型) （基本1）9.「食品ロスについて（SDGs）」　　　　　　　　　　　　 (受講者：17名(内 会場4名、Web 13名))

　　　2月20日（基本1）7-1.「管理栄養士の臨床研究のススメ」　　　　(受講者：34名(内 会場7名、Web 27名(学生2名含む))

　　  (併用型) （基本1）2-4.「栄養(食物)と医薬品の影響」　　　　　　 (受講者：63名(内 会場9名、Web 54名(学生2名含む))

　　　　　　  （実務1）23-107.「外来治療センターでの管理栄養士の取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　-抗がん剤治療中の患者への栄養・食事の工夫-」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：46名(内 会場8名、Web 38名(学生2名含む))

　2. 職域別研修会
　（1）医療部会

　　　1）8月24日（火）医療部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 56名)

　　　　講義「急性期病院における栄養科運営について〜病棟配置から在宅まで〜」

　　　2）3月 4日（金）医療部会研修会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 64名)

　　　　講演Ⅰ「嚥下調整食分類2021について」

　　　　講演Ⅱ「言語聴覚士（ST)不在における摂食嚥下専門管理栄養士の活動について」

　（2）勤労者支援部会

　　　1）2月 9日（水）勤労者支援部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 7名(内 会員外1名))

　　　　講演1「2022年の勤労者支援部会の事業計画について」

　　　　講演2「委託給食会社における管理栄養士業務について」
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　　　　講演3「産業保健における管理栄養士の役割と実際」

　　　　グループワーク・質疑応答

　（3）公衆衛生部会・研究教育部会

　　　1）  9月21日（火）「令和3年度行動変容推進事業フォローアップ研修会」連携　 (受講者：Web 21名)

　　　　　　　　　　　　　　（大阪がん循環器予防センター主催（大阪府委託））

　　　　講演「コロナ禍における健康づくり」

　（4）地域活動部会研修会

　　　1）  7月 3日（土）令和３年度大阪府地域活動栄養士情報交換会　　　　　　　　(受講者：会場44名)

　　　　情報交換　大阪府地域活動栄養士　活動実態アンケート結果報告

　　　2）10月16日（土）地域活動部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：会場26名)

　　　　講演「認知症の方の心を知る」

　　　3）  2月  5日（土）地域活動部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 83名)

　　　　講演「食べ過ぎを防ぐマインドフルイーティングとは〜チョコレート瞑想で学ぶ〜」

　（5）福祉部会

　　　1)2021年度福祉ステップアップ研修会(Step00)〜栄養ケア・マネジメントを最初から学ぶ〜

　　　　第1回　10月10日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 6名)

　　　　第2回　11月20日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 2名)

　　　　第3回　 2月12日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：Web 8名)

　　　　「介護保険施設での管理栄養士の役割」〈動画研修〉

　　　　「栄養マネジメント加算の基礎〜様式に記入してみましょう」〈動画研修〉

　　　　質疑応答・グループワーク

　3. スキルアップ研修会
　　　10月23日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (受講者：会場25名(内 会員外1名))　

　　　　講演「栄養士会とは〜組織と運営について〜管理栄養士・栄養士の社会的役割」

　　　　講演「褥瘡の栄養管理〜DESIGN−R2020って知ってる？〜」

　　　　7つの職域部会より各職域部会からのアドバイス

　4. 第9回 JDA−DAT大阪スタッフ養成研修会

　　　・７月11日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：38名(再教育2名含む))(修了者：31名)

　　　　「災害支援と活動の実際」（ビデオ研修）

　　　　「JDA-DATの理解・アクションカード」

　　　　「非常時の危機管理と食事提供」

　　　・７月31日（土）

　　　　「熊本地震体験報告」（最新情報）

　　　　「衛生管理　感染症対策」

　　　　「臨機応変の対応能力と調整能力」（避難所の食事アセスメント版HUG）

　　　・消防署にて受講「応急処置・救急（普通救命講習Ⅰ）―AEDの使用方法を含む心肺蘇生法法―」

　　　・9月25日（土）

　　　　「栄養アセスメント」＜ビデオ研修＞

　　　　「災害時における栄養指導＜支援・派遣者自身の健康・安全等＞」

　　　　「コミュニケーションスキル」＜ビデオ研修＞
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　5. 特定給食講演会　

　　　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見合わせた。

　6. TNT-Geriatric for Dietitian（老年栄養学教育プログラム） eラーニング
　　　（協力：アボットジャパン合同会社）

　　　第1回　10月1日（金）〜11月30日（火）　　　　　　　　　（受講者：  8名）

　　　第2回　12月1日（水）〜  1月31日（月）　　　　　　　　　（受講者：10名）

　　　第3回　  2月1日（火）〜  3月31日（木）　　　　　　　　　（受講者：12名）

　7. 令和3年度介護予防に資する指導者養成研修会「自立支援を進める栄養管理の実際」

　　　（主催：本会・大阪府）

　　　1月29日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：会場19名、Web 66名)

　　　　講演「自立支援に向けた栄養状態改善のサービスについて」

　　　　報告「府内市町村における課題解決のためのサービスの実際」

　　　　グループワーク「自立支援を進める栄養管理の実践」

　8. 福祉職域 近畿ブロック研修会「令和3 年度介護報酬改定実務研修会」

　　　（共催：近畿2府4県栄養士会 福祉部会）

　　　（協力：アボットジャパン合同会社・株式会社明治）

　　　6月12日（土）　　　　　　(受講者：ライブ配信80名(内 他府県2名、会員外13名)、動画配信12名(内 会員外2名))

　　　　講演「介護報酬改定にともなう実務ポイント」

Ｂ．府民の健康増進と疾病予防を図るため、府民および栄養・食生活改善に関係する専門職の

　　資質向上を目指した受託事業

　1. 健康づくり提唱のつどい（協賛：ヤクルトグループ）

　　　12月 4日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会場90名(内 会員外4名)）

　　　　講演Ⅰ「日本人の変化をふまえた動脈硬化リスク因子としての脂質異常の評価と介入」

　　　　講演Ⅱ「減量を意識した睡眠呼吸障害の診療」

　2. フォローアップ研修会（栄養ケアの実践に関する1日研修）
　　　1回目　2月27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会場5名、Web 25名）

　　　2回目　3月  6日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会場5名、Web 17名）

　　　（1）在宅栄養管理の実際

　　　　　①講演「生活を支える訪問栄養食事指導の実際」

　　　　　②症例検討

　　　　　③栄養ケア計画・報告書の書き方

　　　（2）嚥下食や介護食の説明

Ｃ．府民に対する栄養・食生活に関する正しい知識の啓発、指導および情報の普及に関する事業

　1. 第16回 府民健康フォーラム　−私たちの暮らしと薬・検査・栄養−
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　　　（共催：本会・（一社）大阪府薬剤師会・（公社）大阪府臨床検査技師会）

　　　11月8日（月）〜11月21日（日）

　　　　YouTubeへ講演動画の公開　　　　　　　　　　（動画視聴回数：講演Ⅰ786回、講演Ⅱ486回、講演Ⅲ470回）

　　　　　　  （アンケート回答：本会24枚、(一社)大阪府薬剤師会9枚、(公社)大阪府臨床検査技師会44枚、府民182枚）

　　　　テーマ「100歳までいきいきと〜認知症・フレイルなんて怖くない〜」

　　　　講演Ⅰ「「認知症」〜かかりつけ薬剤師としての関わり〜」

　　　　講演Ⅱ「物忘れ…もしかして認知症予備軍？」

　　　　講演Ⅲ「「食生活とフレイル」〜認知症を予防しよう〜」

　2. ヘルシー外食フォーラム2021

　　　（主催：本会・大阪ヘルシー外食推進協議会・（一社）大阪外食産業協会・

　　　　　　　大阪府飲食旅館生活組合連合会・（公社）大阪食品衛生協会・大阪レストラント協会）

　　　1月26日（水）・27日（木）

　　　　「ヘルシーテイクアウト2021コンテスト」報告　　　　　  (参加者：17名)

　　　　展示　1月26日10〜17時　　　　　　　　　　　　　　　　(来場者：110名)

　　　　　　　1月27日10〜16時　　　　　　　　　　　　　　　　(来場者：130名)

　3. 健康おおさか２１推進事業「令和3年度子ども料理教室」
　　　テーマ　「野菜バリバリ　朝食モリモリ」

　　　（１）開 催 日：2021年12月11日（土）　　　　　　　　　　(参加者：小学生12名)

　　　　　　協 　 力：さやま地域活動栄養士会

　　　　　　会 　 場：大阪狭山市　保健センター

　　　　　　内 　 容：「朝ごパンで目覚ましスイッチ」

　　　　　　　※新型コロナウイルス感染症対策のため今回は講座のみで実施。

　　　以下(2)〜(4)は、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見合わせ、HPへのレシピ掲載のみ。

　　　（２）協 　 力：ひらかた地域活動栄養士会 栄養アドバイザー「萌」 

　　　　　　内 　 容：「おうちで楽しくカフェランチ！」　

　　　（３）協 　 力：貝塚地域活動栄養士会

　　　　　　内 　 容：「おべんとう作って、GO TO パーク」

　　　（４）協 　 力：大地の会（大阪市在住地域活動栄養士の会）

　　　　　　内 　 容：「サイエンスクッキングにチャレンジ！「色のヘーンシン」」

　4. ホームページの運営　　　　（年５回更新）

公益目的事業２　　府民に対し栄養・食生活について直接、個別に相談・指導することで食生

　　　　　　　　　活に対して正しい知識を啓発し、府民の健康の維持増進など公衆衛生に資

　　　　　　　　　する事業

　1. 栄養ケア･ステーション事業
　（1）国の施策を受けた糖尿病･介護予防の推進を目途とした栄養・食事相談（相談  30件）

　　　  毎週 火・木曜日

　（2）「栄養週間」栄養ケア・ステーション開設　　　（８/１〜７）
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　（3）介護予防に資する専門職広域支援

　　　　①泉大津市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービスＣ事業

　　　　　訪問回数：令和3年4月〜9月　5回

　　　　②吹田市フレイル等予防栄養相談業務

　　　　　実施期間：令和3年4月〜令和4年3月

　　　　　相談人数：15名

　　　　③大阪狭山市いきいき百歳体操実施地区専門職訪問事業

　　　　　講話「いきいきシニアライフ　―フレイルティ（虚弱）を予防する食生活」

　　　　　実施期間：令和4年1月〜令和4年3月

　　　　　訪問回数：1月2回、2月1回　合計3回

　　　　④四條畷市「フレイル等予防健康教育・栄養相談業務」

　　　　　実施期間：令和3年4月〜令和4年3月

　　　　　集団健康教育（4ヶ所）受講者：9月12名　10月2ヶ所25名　12月25名

　　　　　栄養相談人数：10名

　　　　⑤東大阪市「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施に係る業務」

　　　　　実施期間：令和3年10月〜令和3年12月

　　　　　参 加 者：延べ296名（11グループに対し2回実施）

　（4）在宅患者訪問栄養食事指導実施委託契約

　　　　大阪市淀川区　　　しもがき泌尿器科クリニック

　　　　藤井寺市　　　　　数尾診療所

　　　　富田林市　　　　　くぼ内科

　（5）外来栄養食事指導実施委託契約

　　　　大阪市北区　　　　梅田内科ファミリークリニック

　（6）栄養アセスメント評価業務委託契約

　　　　堺市堺区　　　　　株式会社ビーナス

　　　　　1）4月24日（土）「説明会及び研修会」　　　　　　　　　　　　　　　　　 (受講者：50名)

　　　　　　「防ごう 低栄養守ろう 利用者様栄養アセスメントについて」

　　　　　2）9月10日（金）「担当者情報交換会」　　　　　　　　　　　　　　　　　 (受講者：22名)

　（7）第2回認定栄養ケア・ステーション情報交換会

　　　11月17日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (受講者：Web 17名)

　　　　・（公社）大阪府栄養士会栄養ケア・ステーションと認定栄養ケア・ステーションの関わりについて

　　　　・認定栄養ケア・ステーション同士の横のつながりについて

　　　　・機能強化型認定栄養ケア・ステーションについて

　（8）無料職業紹介

　　　　求人依頼：65社

　　　　求 職 者：26名（うち成立者：4名）

公益目的事業３　　栄養・食生活に対する知見などを発表する学術研究発表会を実施すること

　　　　　　　　　により、管理栄養士・栄養士および栄養・食生活に関係する専門職種の資

　　　　　　　　　質の向上と最新の情報の共有化を図り公衆衛生の向上に資する事業

　1. 第25回大阪府栄養士会研究発表会
　　　3月12日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受講者：会場99名(うち他府県1名))

　　　教育講演「がん放射線療法看護と栄養」

　　　研究発表（11題）
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　　　・「校内における効果的な食育モデルの検討〜自然に健康になれる食環境づくりを目指して〜」

　　　・「産官学連携を通じた子ども食堂支援における食育活動」

　　　・「コロナ禍における当院の食育の取り組み」

　　　・「地域における食支援ネットワークの構築〜低栄養リーフレットを用いた在宅療養者への食支援〜」

　　　・「患者特性に合わせた生活密着型の栄養指導の取り組み」

　　　・「日本食品標準成分表七訂と八訂の比較」

　　　・「病院における災害時等の食事提供に関するアンケート調査の結果について」

　　　・「小学校での新型コロナウイルス感染防止対策について〜ランチルームの使用方法より〜」

　　　・「若い女性の骨粗しょう症検診結果と食生活調査等との関連について」

　　　・「食欲不振食に対するアンケート調査について（第２報）―改定後の調査結果」

　　　・「だしの取り方と食意識・食行動の関連について」

収益事業１　　　　　手数料等に関する事業

　　１. 機関誌「栄養大阪」へのチラシ封入　　　　　　　　１０件　(281,000円)

　　２. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）　　　０回

　　３. 日本栄養士会会費徴収事務手数料　　　　　  ２,５４２名分　(381,300円)

その他の事業１　　　会員向け情報提供に関する事業

　　1. 機関誌「栄養大阪」の発行　　　　　　　　　　　　年５回　３００号〜３０４号

　　2. 健康づくりの関連資料提供

その他の事業２　　　会員向け支援に関する事業

　　１. サークル活動支援

　　　①透析食研究会

　　　②スポーツ栄養研究会

　　２. 管理栄養士・栄養士業務相談 

その他の事業３　　　会員表彰に関する事業

　　１. 日本栄養士会会長表彰（50年会員） 　　　　　 　　　１名

　　２. 日本栄養士会会長表彰（25年会員） 　　　　　　　 ５１名

　　３. 厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　　　  ３名

　　４. 大阪府知事表彰　　　　　　　　　　　　　　　　  １０名

◎ 会の運営に関する活動

　　１. 公益社団法人大阪府栄養士会　第８回定時総会

　　　　5月22日（土）（参加者：1,562名　本人出席18名、委任状759名、書面表決785名）

　　２. 定例理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１回　（うち9回は集合＋Webの併用型会議）

　　３. 総務部担当者会議　　　　　　　　　　　　　　　　  １回

　　４. 事業部担当者会議　　　　　　　　　　　　　　　　  ２回

　　５. ホームページ担当者会議　　　　　　　　　　　　　  ３回　（集合＋Webの併用型会議）

　　６. 広報部担当編集委員会　　　　　　　　　　　　　　  ５回
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　　７．病院及び介護保険施設における

　　　　　　　　　　栄養管理指針ガイドブック編集会議　　 ３回　（集合＋Webの併用型会議）

　　８. 地域活動部会強化委員会　　　　　　　　　　　　　　４回

　　９. 医療部会強化委員会　　　　　　　　　　　　　　　　２回

　１０. 勤労者支援部会強化委員会　　　　　　　　　　　　  １回

　１１. 諮問会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回　（Web会議）

　１２. 近畿会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回　（Web会議）

　１３. 生涯教育担当者会議　　　　　　　　　　　　　　　 ２回　（Web会議）

◎ 会の組織強化活動

　　府内栄養士養成施設16校卒業生に対する入会案内並びに栄養士会研修活動等説明書配布

◎ 後援
　（令和3年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催日）

　「第27回近畿臨床工学会」〈第27回近畿臨床工学会連絡協議会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9/25・26

　「第20回日本栄養改善学会近畿支部学術総会」〈日本栄養改善学会近畿支部〉　　　　　　　　　　　　　12/12〜18

　「第28回日本未病学会学術総会」〈一般社団法人日本未病学会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/20・21

　「第3回若さの栄養学Web講演会」〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8/10〜31

　「第16回食育情報交換会　おたべの会in箕面　子どもの心の基地づくり　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　〜子どもたちを囲む地域・学校・家族の存在と関わり〜」〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団〉　　　　  8/5

　「第35回大阪連携たこやきの会」〈大阪地域医療連携合同協議会〉　　　　　　　　　　　　　　　　  10/10・10/16

　「在宅療養者の食支援の充実に向けて！〜Keywordは･･･｢気づき｣〜」〈大阪府藤井寺保健所〉　　　　　　　  10/11

　「第14回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会」〈日本医療マネジメント学会大阪支部〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/2/26→9/10に延期

　「公益社団法人大阪介護支援専門員協会　災害シンポジウム」〈公益社団法人大阪介護支援専門員協会〉　　　 11/28

　「第9回食育シンポジウム「子どもたちの成長につながる“弁当の日”」」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈大阪成蹊短期大学・大阪ガス株式会社〉　　　　　　　　　  12/4

「FOOD STYLE Kansai 2022」〈FOOD STYLE Kansai実行委員会〉　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/1/26・27

「第36回大阪連携たこやきの会」〈大阪地域医療連携合同協議会〉　　　　　　　　　　　　　　  R4/2/19・3/5→延期

「第63回味の素ＫＫ「食と健康セミナー」」〈味の素株式会社大阪支社〉　　　　　　　　　　　　　　　 R4/3/9〜23

「バリアフリー2022」〈(社福)大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪・テレビ大阪エクスプロ〉　　　　　　  R4/6/8〜10

「看護未来展2022」〈看護未来展実行委員会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/6/8〜10

「第17回食育情報交換会おたべの会in豊中〜食べることのチカラ〜」

                                             〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団〉　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/3/27

「第5回若さの栄養学Web講演会」〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/3/1〜25

「第32回日本給食経営管理学会研修会」〈日本給食経営管理学会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R4/3/26

「第50回栄養学連続講義」〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　 R4/8/6〜3週間→10月に変更

◎ 行政機関・団体との連携
　健活おおさか推進府民会議委員

　大阪府食育推進ネットワーク会議委員

　大阪府食育推進計画評価審議会委員

　大阪府地域職域連携推進協議会委員

　大阪府生涯歯科保健推進審議会委員

　大阪府アレルギー疾患対策連絡会議委員
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　農に親しむライフスタイル推進府民会議会員

　介護予防に資する専門職広域支援調整連絡会委員

　大阪ヘルシー外食推進協議会副会長

　第3次大阪市食育推進連絡調整会議委員

　すこやか大阪２１推進会議委員

　泉州南圏域医療・介護連携推進会議委員

　大阪府地域医療推進協議会

　大阪市すこやかパートナー

　大阪府保険者協議会オブザーバー

　大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部会オブザーバー

　（公社）大阪介護支援専門員協会理事

　大阪市立弘済会病院給食業務委託事業者選定会議委員

◎ 協力
　バリアフリー2021慢性期医療展2021・看護未来展2021

　全国水産加工たべもの展

◎ 会員活動報告
　１. 「介護予防教室」講師

　　・ 大阪市港区　　令和3年7月〜令和4年3月　　　　　  　10回

　　・ 大阪市淀川区　令和3年5月〜令和4年3月　　     　　  　9回

　　・ 大阪市住吉区　令和3年6月〜令和4年3月　     　     　 10回

　２. 大阪市ファミリー・サポートセンター事業

　　 「子どもの栄養と食生活Ⅰ・Ⅱ」講師　                 　7/5・9/11・10/15・3/3

　３. 公益社団法人大阪府鍼灸マッサージ師会季刊誌「ええあんばいやOSAKA」

　　　「健康レシピ」連載　　2021春夏号vol.43（4月号)、秋号vol.44（10月号）、

　　　　　　　　　　　　　　2022冬号vol.45（1月号）

　４．大阪府食肉事業協同組合連合会　料理セミナー　　　10/19・11/19・12/6・1/25

　５．令和3年度自立支援型地域ケア会議における助言者等推薦

　　　　豊中市・交野市・門真市・八尾市・羽曳野市・藤井寺市・堺市・大阪狭山市・富田林市・

　　　　河南町・太子町・千早赤阪村・河内長野市・和泉市・岸和田市・泉佐野市・泉南市・岬町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計21市町村

　６．研修会講師 

　　　・大阪府介護予防活動強化推進事業　生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門コース）

　　　・大阪府歯科衛生士会「訪問口腔健康管理研修会」

　　　・城東区地域包括支援センター「令和3年度認知症予防プログラム」

附属明細書

　　事業報告の内容を補足する重要な事項がないため、事業報告の附属明細書は作成していない。


