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第1号議案

平成30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（実務）地域ケア会議研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員76名、非会員1名）

　　　4月15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61名）

　　　　　　  （基本・必須）1-1.専門職としての役割と倫理網領　　　　　　　　　　　 （受講者：会員66名、非会員2名）

　　　　　　  （実務）25-101.脂質代謝

　　　　　　　　　　　　　　　1）内臓脂肪合成とトランス脂肪酸

　　　　　　　　　　　　　　　2）コレステロール合成と代謝　　　　　　　　　　　  （受講者：会員122名、非会員2名）

　　　6月17日（実務)23-121.サルコペニアの発生要因と病態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員77名）

　　　　　　  （基本・必須）2-2．栄養の指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員69名）

　　　7月  8日（実務）45-107.漢方医薬と栄養　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員89名）

　　　　　　  （実務）23-117.高齢者の低栄養〜在宅の食を取り巻く現状と課題〜　　　 （受講者：会員109名、非会員2名）

　　　　　　  （実務）23-118.在宅栄養の実際　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員99名、非会員1名）

　　　　　　  （実務）412-103.地域連携〜訪問栄養指導について〜　　　　　　　　　　 （受講者：会員95名、非会員1名）

　　　8月  5日（実務）23-118.歯科と栄養〜摂食・嚥下機能を理解した上での口腔ケア〜

　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員87名、非会員3名）

　　　　　　  （基本.必須）2-5.栄養素の消化と吸収（代謝）〜腸の働き〜　　　　　　　 （受講者：会員93名、非会員2名）

　　　9月  2日（実務）45-101.スポーツ栄養アスリートの栄養管理　　　　　　　　　　　（受講者：会員46名、非会員1名）

　　　　　　  （基本）7-1.研究方法・研究発表【講義】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員37名）

　　　　　　  （基本）7-1.研究方法・研究発表【演習】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員34名）

　　 11月11日（基本）6-1.防災マニュアルに基づいた緊急時行動計画〜食事提供について〜　　　　　 （受講者：会員90名）

　　　　　　  （基本）3-8.感染対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員90名）

　　　1月20日（基本）8-1.栄養関連法規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員56名）

　　　　　　  （実務）23-119.認知症と生活習慣病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員76名）

　　　2月17日（基本･必須）国民の健康の増進の総合的な推進　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員47名、非会員1名）

　　　　　　  （実務）23-117.食物アレルギーの最新情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員65名）

　　　　　　  （基本・必須）2-3.根拠に基づいた栄養管理食事摂取基準、ガイドライン等　　　　　　 （受講者：会員69名）

　2. 職域別研修会

　（1）研究教育部会・行政部会

　　　1）10月29日（木）合同研修会（行政部会・研究教育部会、保健所栄養士等及び市町村栄養士等）　（受講者：59名）

　　　　講　演　「根拠に基づいた生活習慣病対策〜地区診断と保健事業の立案〜」  

　　　　グループワーク
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　　　２） 3月20日（水）合同研修会（行政部会・研究教育部会、保健所栄養士等及び市町村栄養士等）　（受講者：57名）

　　　　講　演　「災害時の栄養・食生活支援に対する備え〜行政栄養士の役割について」

　　　　情報提供

　　　　グループワーク

　（2）地域活動部会

　　　１） 6月30日（土）地域活動部会研修会・大阪府地域活動栄養士情報交換会

　　　　「大阪府栄養士会の動きについて」「各グループのアンケート集計」　　　　　　（受講者：会員48名、非会員1名）

　　　　「ワールドカフェによるグループワーク」

　　　２） 9月29日（土）地域活動部会研修会

　　　　『時間栄養学』〜地域の栄養士活動にどう活かすか〜　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員45名）

　　　３）11月17日（土）地域活動部会研修会

　　　　河内ワイン　ワイナリー食事付見学会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員22名）

　（3）病院部会・福祉部会

　　　１） 5月12日（土）合同研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員190名、非会員3名）

　　　　①平成30年度診療報酬改定について

　　　　②平成30年度介護報酬改定について

　　　　③ブドウ糖の動きでみる2型糖尿病の病態と食事療法

　3. スキルアップ研修会

　　　10月20日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者： 会員28名）

　　　講演　「栄養士会と栄養士の役割」

　　　講演　「食品表示について」

　　　各職域からのアドバイス　

　　　フリートーク（ワールドカフェ）　日頃抱える悩みや疑問などフリートークで解決

　4. 第7回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員42名）

　　 ・ 9月15日（日）「JDA-DAT（日本栄養士会災害支援栄養チーム）の意義と役割」

　　　　　　　　　　 「熊本地震災害支援活動〈体験報告〉」

　　　　　　　　　　 「グループワーク」

　　 ・10月28日（日）「災害の理解（災害とは）」最新の非常食紹介と試食

　　　　　　　　　　 「栄養アセスメント」

　　　　　　　　　　 「災害時における栄養指導」

　　 ・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方法－」

　　 ・11月11日（日）「コミュニケーションスキル」避難所運営ゲームHUG

　　　　　　　　　　 「防災マニュアルに基づいた緊急行動計画食事提供について｣

　　　　　　　　　　 「衛生管理について」
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　5. 特定給食講演会　（共催：大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、東大阪市）

　（１）10月24日（水）講演会Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：754名　うち栄養士･管理栄養士730名）

　　　講演「大阪北部地震と南海トラフ地震」

　　　実践発表・情報提供

　（２）11月24日（金）講演会Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：614名うち　栄養士･管理栄養士413名）

　　　講演「大阪北部地震と南海トラフ地震」

　　　実践発表・情報提供

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. 府民の食生活改善セミナー

　（１）臨床栄養セミナー（主催：本会）　（後援：三信化工(株))

　　　 7月14日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員227名）

　　　　講演Ⅰ「栄養スクリーニング及びアセスメント」

　　　　ランチョンセミナー「フードサービスシステムに求められる食器とは」

　　　　講演Ⅱ「糖尿病の科学〜最新の治療について」

　　　　講演Ⅲ「糖尿病患者の栄養・食事管理の実際」

　（２）平成30年度指導者のための健康・栄養セミナー

（主催：本会、（公社）日本栄養士会）（協賛：大塚製薬（株））

　　　11月18日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：101名、会員94名、府民7名）

　　　　ライブオンセミナー『わたしたちの健康を支える免疫と乳酸菌』

　　　　講演「がんと栄養食事管理」

　2. 健康づくり提唱のつどい（協賛：ヤクルトグループ）

　　　12月 8日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員184名、非会員26名）

　　　　講演Ⅰ「リフィーディング症候群の病態と予防」

　　　　講演Ⅱ「サルコペニアと栄養」

　3. 在宅療養者における食支援を通じた健康支援推進事業

　（1）「在宅療養者における食支援を通じた健康支援推進事業研修会」

　　　　　　　　　　　〜多職種連携で進める在宅訪問栄養ケア〜

開催日時 会　場 受講人数 合　計

第1回  2月 2日（土）
大手前栄養製菓学院専門学校

Ｂ棟５階
68名

223名

第2回  2月 9日（土）
サンスクエア堺

第１会議室
41名

第3回  2月24日（日）
大阪社会福祉指導センター

５階ホール
61名

第4回  3月 2日（土）
池田商工会議所

全会議室（Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ会議室）
53名
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　（2）市町村における栄養ケア支援　　モデル事業

　　　　　実施件数：大阪府内　93件

　　　　　実 施 日：10〜 3月中に合計200回訪問

　（3）在宅栄養ケアフォローアップ研修会

　　　　　栄養計画の作成・討論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：84名、修了者72名）

　　　　　1回目　4/20　14名、4/21　AM22名、PM21名、5/23　18名

　　　　　2回目　5/24　19名、6/1　20名、6/2　AM16名、PM16名

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14回 府民健康フォーラム　〜私たちの暮らしと薬・検査・栄養〜

（共催：本会・大阪府薬剤師会・大阪府臨床検査技師会）

　　　11月23日（金・祝）　　　　　　　 （受講者：278名　　本会96名・薬剤師会92名・臨床検査技師会47名・府民43名）

　　　テーマ：心疾患を考える〜あなたのハートは大丈夫？〜

　　　基調講演「心臓の病気って怖い？」

　　　講演Ⅰ「心臓病又は予防のための油の上手な使い方」

　　　講演Ⅱ「心疾患と臨床検査の関わり」

　　　講演Ⅲ「心疾患の効果的な薬物治療」

　2. ヘルシー外食フォーラム2018（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衛生組合連合会、（公社）大阪食品衛生協会、大阪レストラント協会）

　　　11月14日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （参加者：131名）

　　　第１部　表彰式「おすすめ！わが店のヘルシーメニュー 2018」人気コンテスト

　　　第２部　講演・実演「コーヒーの話とおいしいコーヒーの淹れ方」

　　　第３部　情報提供

　3. 健康おおさか２１推進事業「平成30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： 7月22日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者： 小学生 20名）

　　　  協　力：吹田地区栄養士会さんくらぶ

　　　  会　場：吹田市夢つながり未来館ゆいぴあ

　　　  内　容：「夏休み自分で作ろうオムライス」

　（2）開催日： 8月 2日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 19名）

　　　  協　力：ななクラブ寝屋川地域活動栄養士の会

　　　  会　場：寝屋川市立市民会館

　　　  内　容：「夏野菜を食べよう！」

　（3）開催日： 8月10日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 19名）

　　　  協　力：泉佐野地域活動栄養士会“ビーンズ”

　　　  会　場：泉佐野レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター

　　　  内　容：「自分で作ろう！ランランランチ」

　（4）開催日： 8月21日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 17名）
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　　　  協　力：地域活動栄養士会｢オリーブ｣

　　　  会　場：藤井寺市立市民総合会館

　　　  内　容：「食べて元気！カレーオムライスランチ」

　4. ホームページの運営　　　　（年６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

　（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  35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）

　2. 吹田スタジアムフェスタ2018

　　　 8月19日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者151名）

　　　会　場：パナソニックスタジアム吹田

　　　内　容：食育SATシステムを使用し、親子で楽しめる体験型の栄養・食生活相談

　3. 栄養ワンダー2018「栄養の日・栄養週間2018」における管理栄養士・栄養士の活動先イベント

　　　 8月 4日（土）

　　　会　場：スーパーマーケット｢AEON｣4店舗　大日店、四条畷店、茨木店、大阪ドーム店

　　　内　容：食品売り場内にて、来店者へ栄養・食生活相談

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23回大阪府栄養士会研究発表会

　　　3月 9日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出席者：会員104名、非会員3名）

　　　教育講演「質的研究方法論について」

　　　研究発表（11題） 

　　　・「栄養士の地域包括ケアへの関わり〜東大阪市における取り組み〜」

　　　・「四条畷市介護保険事業者連絡会における“食から考えるケア”研修会について」

　　　・「終末期医療において、食事をこころのケアに」を目標に

　　　・「食育ボランティアに対する食生活・健康に関するアンケート調査の結果について」

　　　・「食育活動における子どもの変化〜クラスのオリジナルクッキングを目指して〜」

　　　・「給食研究会の地域活動への取り組みと更なる活動に向けて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〜泉佐野保健所管内給食研究会からの報告〜」
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　　　・「大腿骨頸部骨折手術を行なった、低栄養患者へのNSTによる栄養管理の一例」

　　　・「癌・化学療法中の免疫力低下レベルにあわせた、無菌食、低菌食の提供の試み」

　　　・「中心静脈栄養から経口摂取へ移行できた認知症高齢者の一症例」

　　　・｢安全な食事を提供するために〜要因分析から見えてきた問題点と今後の課題〜｣

　　　・｢無床診療所通院患者におけるフレイルの実態調査｣

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　　　　　　　　　　９件

　　2. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）　　　３０回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堺）　　　　　　３回

　　3. 日本栄養士会会費徴収事務手数料　　　　　　  ２,９５４名分

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（隔月発行）　　 　  年６回　２８３号〜２８８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. 太田いそ賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当者なし

　　2. 仲谷鈴代記念賞　　　　　　　　　　　　　　　　２グループ

　　4. 日本栄養士会会長表彰（50年会員）　　　　　　   ２名

　　5. 日本栄養士会会長表彰（25年会員）　　　　　　５４名

　　6. 厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　　２名

　　7. 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５回定時総会

　　　　5月26日（土）  　（参加者： 1,658名　　本人出席  371名、委任状  879名、書面表決  408名）

　　　　特別講演「臨床検査値がなくても判断できる管理栄養士がすべき栄養診断スキル」

　　　２. 定例理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１回 

　　　３. 総務部担当理事会　　　　　　　　　　　　　 　　３回

　　　４. 事業部担当理事会　　　　　　　　 　　　　　　　２回

　　　５. 社会活動部担当理事会　　　　　　　　　　　　　 １回

　　　６. 広報部担当編集委員会　　　　　 　　　　　　      ６回

　　　７. 地域活動部会強化委員会　　　　　　　　　　 　　４回

　　　８. 病院部会強化委員会　　　　　　　　　 　　　　　２回
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　　　９. 諮問会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２回

　　１０. 近畿会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２回

　　１１. JDA-DAT大阪担当者会議　　　　　　　　　　　  １回

◎ 会の組織強化活動

　　府内栄養士養成施設15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
　（平成30年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催日）

　「若さの栄養学　春の講演会」〈（一財）若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6/1

　「第48回栄養学連続講義」〈（一財）若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7/6

　「第50回日本動脈硬化学会総会・学術集会市民公開講座」〈日本動脈硬化学会〉　　　　　　　　　　　　　　　 7/12〜14

　「第33回食と健康を考えるシンポジウム・大阪」〈食べ物文化研究会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7/28〜29

　「日本WHO協会フォーラム“ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）ってなあに？”｣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈（公社）日本WHO協会〉　　　　　　　　　　　　　　　  8/5

　「第12回食育情報交換会おたべの会」〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団、オフィス弁当の日〉　　　　　　　　　 8/9

　「第7回〔食･くらし･環境〕地域がつながる食育シンポジウム」〈大阪成蹊短期大学、大阪ガス株式会社〉　　　　　　  9/8

　「第24回全国の集いinOsaka2018」〈特定非営利活動法人在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク〉　　 9/23〜24

　「がん予防キャンペーン大阪2018」〈｢がん予防キャンペーン大阪｣実行委員会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　 10/6

　「FH疾患啓発研修会2018」〈日本動脈硬化学会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10/21

　「第15回日本未病システム学会栄養部会講演会」〈日本未病システム学会栄養部会〉　　　　　　　　　　　　　　　10/21

　「第28回大阪連携たこやきの会」〈大阪地域医療連携合同協議会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/15

　「若さの栄養学　秋の講演会」〈（一社）若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11/20

　「野菜バリバリ朝食モリモリ！食育推進キャンペーン」〈相愛大学〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31.2/2

　「第60回味の素KKセミナー」〈味の素（株）〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H31.2/3

　「第50回日本臨床栄養協会近畿地方会」〈日本臨床栄養協会近畿地方会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31.2/9

　「第12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〉　　　　　　　　　H31.3/2

　「第16回日本小児栄養研究会」〈日本小児栄養研究会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31.3/9

　「第13回食育情報交換会おたべの会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31.3/9

　　　　　　〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団、オフィス弁当の日、茨木高校、大阪ガス株式会社〉

　「第29回大阪地域医療連携合同協議会」〈大阪連携たこやきの会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H31.3/16

　「バリアフリー2019〜第25回高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展〜」

　〈社会福祉法人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〉　　H31.4/18〜4/20

　「看護未来展2019〜第4回看護サービスの新しいステージを目指す専門展〜」

　〈看護未来展実行委員会本会後援〉　　　　　　　H31.4/18〜4/20

　「第5回一般社団法人臨床栄養実践協会記念講演」〈（一社）臨床栄養実践協会〉　　　　　　　　　　　　　　　H31.5/19

　「第34回食と健康を考えるシンポジウム・大阪」〈食べもの文化研究会〉　　　　　　　　　　　　　　　 H31.7/27〜7/28

　「第49回栄養学連続講義」〈（一社）若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H31.8/9〜8/10

　「栄養士のための大阪食物アレルギー研究会〔第5回夏季研修会〕」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H31.9/8

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈栄養士のための大阪食物アレルギー研究会〉

◎ 行政機関・団体との連携
　健康おおさか２１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
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　大阪府食育推進計画評価審議会委員

　若年期の肥満予防対策事業評価部会委員

　第3次大阪府食育推進計画検討部会委員

　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

　大阪府歯科口腔保健計画部会委員

　大阪府介護予防・生活支援サービス事業「通所型サービスＣ」

　　ガイドライン作成に向けた検討会及び作業チーム委員

　介護予防に資する専門広域支援調整連絡会委員

　大阪府アレルギー疾患対策連絡会議委員

　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

　大阪市すこやかパートナー

　大阪府地域医療推進協議会委員

　堺市地域包括ケアシステム推進会議委員

　富田林市ケア方針検討会委員

　南河内在宅医療懇話会委員

　地域包括ケア推進・多職種連携会議（地域包括支援センタ－春光園（東大阪市））

　堺市高齢者支援ネットワーク会議委員

　豊中市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、八尾市、岸和田市・泉大津市・河内長野市・藤井寺市、羽曳野市

　河南町、千早赤坂村　地域ケア会議に係る助言者

　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

◎ 会員活動報告
　１.堺ヤクルト販売（株）「食生活・栄養相談会」

　 ・6月28日（木）〜6月29日（金）クボタ堺臨海工場　　　　　　 （参加者320名）

　２.社会人職業講話

　 ・10月18日（木）大阪府立摂津高等学校　　　　　　　　　　　 （参加者56名）

　３.7月豪雨による災害に係る栄養・食生活支援

　 ・7月31日（火）〜8月18日（土）　　　　　　　　　　　　　　 （JDA-DAT大阪リーダー・スタッフ11名）

　　 岡山県宇野港に停泊する貨客船｢はくおう｣において、宿泊する被災者への栄養アセスメント及び栄養相談

　４.大阪市プレパパ、ママの育児セミナー　　　　　　　　　　　  （15回参加者：1,562組（3,099名））

　５.大学生対象栄養相談・指導（大学生協「食生活相談会」）

　 ・6月13日（水）大阪経済大学　　　　　　　　　　　　　　　　（栄養相談27件）

　６.「介護予防教室」講師

　 ・大阪市港区　平成30年5月〜平成31年3月　　　　　　　　　　　　12回

　 ・大阪市淀川区　平成30年4月〜平成30年11月　　　　　　　　　　 19回

　 ・大阪市住吉区　平成30年10月〜平成31年3月　　　　　　　　　　   9回

　７.大阪市ファミリー・サポートセンター事業

　　「子育て支援ボランティア養成講座」講師　　　　　　　　　　  5/25・8/19・11/8・2/6

　８.就労移行支援事業所　クロスジョブ阿倍野

　 ・9月21日（金）「栄養・食生活について」講師　　　　　　　　（参加者26名）
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