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第1号議案

令和元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21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66名）

　　　　　　  （実務1）23-103.病態栄養　呼吸器疾患について　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員96名）

　　　　　　  （実務2）25-101.たんぱく質代謝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員121名）

　　　　　　　　　　　　　　　1）必要不可欠なアミノ酸代謝の特徴

　　　　　　　　　　　　　　　2）酵素とホルモンおよび薬との関係

　　　6月　9日（実務1）45-101.スポーツ栄養マネジメント　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員 66名、非会員3名）

　　　　　　　　　    　　　         分かっていてもできない人をどうするか？

　　　　　　  （基本1）4-1.栄養ケアプロセス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員74名、非会員2名）

　　　7月  7日（実務1）412-101地域包括ケアと多種類連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員53名）

　　　　　　  （実務1）37-101.集団給食調理場の衛生管理　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員56名、非会員1名）

　　　　　　  （実務1）46-104.特定保健指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員60名、非会員1名）

　　　8月  4日（基本1・必須）  4-2.栄養スクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員57名、非会員4名）

　　　　　　  （基本1・必須）  4-3.栄養アセスメント　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員59名、非会員4名）

　　　　　　　ランチョンセミナー

　　　　　　  （基本1・必須）【演習】4-2.栄養スクリーニング　　　　　　　　　　　　（受講者：会員44名、非会員3名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4-3.栄養アセスメント   

　　　9月  1日（基本1・必須）  4-4.栄養診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員49名、非会員 2名）

　　　　　　  （基本1・必須）【演習】4-4.栄養診断　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員47名、非会員 2名）

　　 10月  6日（実務1）23-104.病態栄養　循環器　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員84名）

　　　　　　  （基本1）3-1〜3.献立を考える　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員74名）

　　　　　　　ランチョンセミナー

　　　　　　  （基本1）【演習】3-1〜3.目標・目的を持った献立を考えましょう　　　　　　　　　  （受講者：会員64名）

　　 11月10日（基本2）  5-1〜3.リスクマネジメント　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員26名、非会員 1名）

　　　　　　　　　　    【演習】5-1〜3.リスクマネジメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員24名）

　　　1月26日（実務1）  25-101.免疫は食事から！　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員109名、非会員 7名）

　　　　　　  （実務1）  23-111.終末期緩和医療　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員104名、非会員 7名）

　　　　　　　　　　　　　　　　人生の最終段階における食のケアの可能性

　　　2月16日（基本1･必須）  4-5.栄養診断に基づいた管理計画　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員31名）

　　　　　　  （基本1･必須）【演習】4-5.栄養診断に基づいた管理計画　　　　　　　　　　　　　   （受講者：会員29名）
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　2. 職域別研修会

　（1）研究教育部会・公衆衛生部会

　　　1）10月 7日（月）公衆衛生部会・研究教育部会合同研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：145名）

　　　　情報提供

　　　　講義「食べる順番と時間から血糖値を考える〜生活習慣病の栄養指導の理論と実際〜」

　（2）地域活動部会

　　　１） 6月29日（土）大阪府地域活動栄養士情報交換会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員53名）

　　　　講演「授乳・離乳のガイドライン2019」改定のポイント

　　　　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） 9月28日（土）地域活動部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員32名、非会員 1名）

　　　　講演「オリンピックに向けて　｢勝ち飯｣について」

　　　　講演「コーチングを活かしたスタイル別かかわり」

　　　３） 1月18日（土）地域活動部会研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員48名、非会員 1名）

　　　　 講演「リハビリ効果を高める栄養ケア」

　（3）医療部会・福祉部会

　　　１） 6月16日（日）合同研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員120名、非会員5名）

　　　　講演「嚥下調整食分類2013の知識を深め自施設で活かす！

　　　　　　　　　　　　　　　〜嚥下調整食分類2013のポイントを徹底解説〜」

　　　　講演「嚥下調整食分類2013を使いこなそう！ 

　　　　　　　　　　　　　　　〜管理栄養士ができるフィジカルアセスメント〜」

　3. スキルアップ研修会

　　　10月26日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員18名、非会員1名、学生1名）

　　　講演　「栄養士会と栄養士の役割」

　　　講演　「コミュニケーション力をさらに磨くコツ！〜自分が変わると相手も変わる〜」

　　　ワールドカフェ

　4. 第8回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員22名、非会員1名）

　　 ・10月20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」　（修了者：17名）

　　　　　　　　　　 「被災地体験報告」

　　　　　　　　　　 「グループワーク」

　　 ・11月17日（日）「災害への理解（災害とは）最新の非常食紹介と試食（昆虫食の紹介と試食含む）」

　　　　　　　　　　 「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－」

　　 ・ 1月26日（日）「コミュニケーションスキル　避難所の食事アセスメント版HUG」

　　 ・ 2月 1日（土）「災害時の食事〈ビデオ研修〉｣

　　　　　　　　　　 「食中毒と感染症（食中毒発生から見て）」
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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、寝屋川市、東大阪市）

　（１）11月27日（水）講演会Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：893名　うち栄養士・管理栄養士885名）

　　　講演①「高血圧治療ガイドライン2019に基づく栄養管理」　

　　　講演②「施設における栄養管理〜日本人の食事摂取基準2020年版の活用〜」

　（２）12月 4日（水）講演会Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：712名　うち栄養士・管理栄養士578名）

　　　講演①「こどもの心と体の成長・発達によい食事」

　　　講演②「施設における栄養管理〜日本人の食事摂取基準2020年版の活用〜」

　6. 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　11月 3日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員37名）

　　　2回目　11月16日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：会員27名）

　　　　①嚥下食や介護食などの調理実習

　　　　②在宅訪問の実際と症例報告･地域ケア会議から在宅訪問に繋げる仕組み

　　　　③症例検討　グループワーク

　7. 医療事業部嚥下調整食ブロック別研修会

　　　　　　　　　　  （共催：公益社団法人滋賀県栄養士会　公益社団法人京都府栄養士会　公益社団法人兵庫県栄養士会

公益社団法人奈良県栄養士会　公益社団法人和歌山県栄養士会　公益社団法人日本栄養士会）

　　　　　　　　　　  （協賛：株式会社フードケア）

　　　 2月15日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員186名、非会員9名）

　　　　テーマ「各種帳票にも記載が義務づけられた学会分類2013を正しく理解しよう」

　　　　講　演「摂食嚥下機能障害と食形態」

　　　　ランチョンセミナー

　　　　演　習「嚥下調整食分類2013の理解と運用」

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. 食生活と植物油に関する講習会

　　　　　　　　（主催：本会、（公社）日本栄養士会）（後援：（一社）日本食物油協会)

　　　12月14日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員153名、非会員18名）

　　　　講演Ⅰ「食物油に関する基本情報について」

　　　　講演Ⅱ「個人対応の栄養学　〜賢い油脂のとり方を考える〜」

　2. 健康づくり提唱のつどい（協賛：ヤクルトグループ）

　　　11月30日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（受講者：会員160名、非会員15名）

　　　　講演Ⅰ「とにかく下げればリスクが減るの？〜代謝メカニズムで考え介入する脂質異常症〜」

　　　　講演Ⅱ「認知症を知る 〜高齢者の特徴を知り､今からしておいた方が良い事〜」
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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15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）

　　　12月 8日（日）　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：本会45名・薬剤師会151名・検査技師会60名・府民43名）

　　　テーマ「目の健康を考える　〜人生100年時代　明るく過ごすために〜」

　　　基調講演「糖尿病網膜症について」

　　　講演Ⅰ「アイ ケア サプリ」〜明るい視界をつくりましょう〜

　　　講演Ⅱ「眼疾患と臨床検査」

　　　講演Ⅲ「眼疾患の薬物療法と点眼薬の正しい使い方」

　2. ヘルシー外食フォーラム2019

　　　　　　　　　　　（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13日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：120名）

　　　第１部　表彰式　　「おすすめ！わが店のヘルシーメニュー 2019」人気コンテスト

　　　第２部　講演・実演「海藻の魅力〜海からのすばらしい贈り物 寒天〜」

　　　第３部　情報提供　 大阪ガス株式会社

　3. 健康おおさか２１推進事業「令和元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20日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者： 小学生 19名）

　　　  協　力：茨木市地域活動栄養士会（ヘルシーサポート茨ラッキー）

　　　  会　場：茨木市立男女共生センター

　　　  内　容：「つくってみよう！茨木巻きと夏野菜メニュー」

　（2）開催日： 8月 3日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 18名）

　　　  協　力：泉大津・高石フリー活動栄養士会

　　　  会　場：忠岡町文化会館

　　　  内　容： 「みんなで楽しくクッキング」

　（3）開催日：11月24日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 16名）

　　　  協　力：交野・畷・大東地域活動栄養士会　メープル

　　　  会　場：交野市立ゆうゆうセンター

　　　  内　容：「ハンバーガーde手作りパーティー！」

　（4）開催日：12月21日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 12名）

　　　  協　力：松原市地域活動栄養士会

　　　  会　場：まつばらテラス「輝」

　　　  内　容：「自分で作ってみよう！クリスマス料理」

　4. ホームページの運営　　　　（年６回更新）
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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  37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2019

　　　 8月31日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者169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

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24回大阪府栄養士会研究発表会

　　　3月 7日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　※新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた対応について、大阪府より協力要請があり中止とした。

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

　　2. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）　　　３０回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堺）　　　　　　２回

　　3. 日本栄養士会会費徴収事務手数料　　　　　　  ２,８２４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　２８９号〜２９４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 
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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

　　3. 日本栄養士会会長表彰（50年会員）　　　　　　　　   ２名

　　4. 日本栄養士会会長表彰（25年会員）　　　　　　　　７５名

　　5. 日本栄養士会栄養改善奨励賞（森川賞）　　　　　　　１名

　　6. 厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　　　　３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６回定時総会

　　　　5月25日（土）  　（参加者：1,529名　本人出席263名、委任状799名、書面表決467名）

　　　　特別講演「糖尿病とフレイル」

　　　２. 定例理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　 １１回 

　　　３. 総務部担当理事会　　　　　　　　　　　　　 　　２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. 勤労者支援部会強化委員会　　　　　　　　　　 　１回

　　　８. 地域活動部会強化委員会　　　　　　　 　　　　　４回

　　　９. 医療部会強化委員会　　　　　　　　　 　　　　　１回

　　１０. 諮問会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３回（内、WEB会議２回）

　　１０. 近畿会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２回

　　１２. JDA-DAT大阪担当者会議　　　　　　　　　　　  ３回

　　１３. 大阪府栄養ケア・ステーション運営会議　　　　　 ２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
　（令和元年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催日）

　「若さの栄養学　春の講演会」　　　　 〈（一財）若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　5/28

　「第25回心臓リハビリテーション学会」 〈日本心臓リハビリテーション学会〉　　　　　　　　　　　7/13

　「第30回大阪地域医療連携合同協議会　大阪連携たこやきの会」〈大阪地域医療連携合同協議会〉　　 7/25

　「第14回食育情報交換会（おたべの会）“食”が創るこころとからだと地域」　　　　　　　　　　　　　 8/1

　　　　〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団・オフィス弁当の日、茨木市（保健医療課）〉

　「FH疾患啓発研修会2019」〈日本動脈硬化学会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   8/17

　「第8回食育シンポジウム　ありがとうでいっぱいに」  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9/14

　　　　〈大阪成蹊短期大学･大阪ガス(株)（NW業務部地域共創室、大阪導管地域共創室）〉

　「第13回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2/29　※中止

　　　　〈日本医療マネジメント学会大阪支部〉

　「がん予防キャンペーン大阪2019」〈「がん予防キャンペーン大阪」実行委員会〉　　　　　　　　  10/12



–　 –9

　「味の素KK　食と健康セミナー」  〈味の素(株)〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   R.2.3/20　※中止

　「食に携わる職員のためのユニットケア研修」〈(一社)日本ユニットケア推進センター〉　　　　　 10/7〜8

　「ユニットケア研修フォーラム 2019’ｓ」　   〈(一社)日本ユニットケア推進センター〉　　　　　　　11/7

　「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〉　　　　　　　　　　　　 　  R.2.2/8

　「一般社団法人日本介護支援専門員協会　第19回近畿ブロック研究大会in大阪」　　　　　　   R.2.3/28〜29　※中止

　　　　〈(公社)大阪介護支援専門員協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「第31回大阪地域医療連携合同協議会　大阪連携たこやきの会」〈大阪地域医療連携合同協議会〉　　 12/7

　「若さの栄養学　秋の講演会」　　〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　　　11/21

　「バリアフリー2020　―第26回 高齢者･障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展―」　　 R.2.4/16〜18　※延期

　　　　〈(社福)大阪府社会福祉協議会〉

　「看護未来展2020　―第5回 看護サービスの新しいステージを目指す専門展―」　　　　　　  R.2.4/16〜18　※延期

　　　　〈看護未来展実行委員会〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「令和元年大阪糖尿病協会顧問栄養士会研修会」　〈大阪糖尿病協会顧問栄養士会〉　　　　　　　 R.2.2/8

　「リハビリテーション･ケア合同研究大会　大阪2020」　　　　　　　　　　　　　　　　    R.2.11/27〜28　※中止

　　　　〈リハビリテーション･ケア合同研究大会 大阪2020〉

　「第8回日本在宅栄養管理学会学術集会」　　　　 〈(一社)日本在宅栄養管理学会〉　　　　　R.2.9/19〜20

　「藤井寺市いきいき笑顔コンテスト」　　　　　　〈藤井寺市〉　　　　　　　　　　　　　　　  R.2.2/23　※中止

　「健康寿命延伸のための栄養サポートランチョンセミナー」　　　　　　　　　　　　　　　　　  R.2.3/28　※6/13へ延期

　　　　〈(一社)日本保健情報コンソシウム〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

　「第32回大阪地域医療連携合同協議会　大阪連携たこやきの会」　　　　　　　　　　　　　　　  R.2.3/14　※中止

　　　　〈大阪地域医療連携合同協議会〉

　「第15回食育情報交換会 おたべの会　〜100年未来の家族へ〜」　　　　　　　　　　　　　　　 R.2.3/26　※8/8へ延期

　　　　〈おむすびの会･関西 “弁当の日”応援団、オフィス弁当の日〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　「第56回日本循環器病予防学会学術集会　市民公開講座」　

　　　　〈第56回日本循環器病予防学会学術集会事務局〉  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R.2.6/20　※延期

　「第35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〉　　　　　　　　 R.2.7/25〜26　※中止

　「令和2年度 油化学関連シンポジウムin大阪」　　 〈(公社)日本油化学会　関西支部〉　　　　　　R.2.6/27　※延期

　「第4回全国在宅医療医歯薬連合会　全国大会in近畿」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R.2.5/23〜24　※延期

　　　　〈第4回全国在宅医療医歯薬連合会　全国大会in近畿〉

　「第50回栄養学連続講義」　　〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　   R.2.8/10〜11　※延期

◎ 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

　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

　介護予防に資する専門職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

　「食博覧会・大阪2021」実行委員

　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　
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◎ 会員活動報告
　１.大阪市プレパパ、ママの育児セミナー　　　　　　          （13回　参加者：1,362組（2,710名)）

　２.大学生対象栄養相談・指導（大学生協「食生活栄養相談会」）

　 ・6月11日（火）  大阪経済大学　　　　　　　　　　　　　（栄養相談 9件）

　３.「介護予防教室」講師

　 ・大阪市港区　　令和元年5月～令和2年3月　　　　　　　　 13回

　 ・大阪市淀川区　平成31年4月～令和2年2月　　　　　　　　 18回

　 ・大阪市住吉区　令和元年5月～令和2年3月　　　　　　　　   7回

　４.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　　　　　　　　　　  6/2・8/6・11/1・1/25

　５.就労移行支援事業所　クロスジョブ鳳

　 ・4/26（金）「単身者の栄養・食事について」講師 

　６.地域ケア会議・自立支援会議等における助言者

　　 豊中市・守口市・門真市・四条畷市・交野市・八尾市・堺市・大阪狭山市・羽曳野市・

　　 富田林市・河内長野市・岸和田市・和泉市・泉佐野市・泉南市

　　 河南町・千早赤阪村

　７.訪問型サービスＣ事業

　　 富田林市・泉大津市・和泉市

　８.通所型サービスＣ事業

　　 交野市

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。




