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２０１７きらめき認知症トレーナー協会全国大会in東京

２０１７年６月１０日１１日東京神田にて、き
らめき認知症トレ ーナー協会全国大会を開
催しました。
北は北海道から南は熊本まで、2日間のべ
100人以上の方に参加いただき、大盛況の
中、大会を終えることが出来ました。参加さ
れた皆さん、参加は叶わなかったけど応援
メッセージをいただいた皆さん、本当にあり
がとうございましたm(_ _)m

「明日からもっときらめくために

小さな一歩をプラスしよう！」
内

容

講 師

①追加スライドをプラス！

渡辺哲弘

②シナプソロジーをプラス！

黒木勝紀

③全国の仲間の活動をプラス！

鈴木望

きらめきアワード表彰式・懇親会

「音楽と笑いで認知症を救えるか？」
内

容

講 師

きらめき認知症トレーナー協会の説
明

特別養護老人ホーム アンミッコの
取り組み

三浦 祐一

ドラムサークルによる認知機能改善
への検証

宮﨑 敦子

認知症の方の健康とは？

市来 真彦

「認知症の“人の気持ち”」～思い
を理解してかかわる～

渡辺 哲弘

6月10日の全国大会で2016年度きらめきアワード表彰式を実施しました。
「シスター養成人数」「聴講者数」「講演本数」「キッズ聴講者数」
各部門の1位を獲得した4名を表彰。
全国大会へ参加した２名の受賞者へ理事の服部より記念品を授与しました。
受賞者の鈴木望さんは「２連覇を狙いたい」黒木勝紀さんは「来年は３冠を！」とお二人と
も、既に２０１７年のアワード獲得に闘志を燃やしていました。
全国大会に欠席された２名の方には景品を郵送させていただきます。
みなさん本当におめでとうございます。

講演聴講者数
講演本数
順位
氏 名
地区 人数 順位
氏 名
地区 本数
1 黒木 勝紀 茨城 766人
1 鈴木 望
東京 22回
2 鎌田 拓海 埼玉 673人
2 星 良子
千葉 21回
3 谷 正義
和歌山 660人
3 鎌田 拓海 埼玉 17回
4 村上 温子 滋賀 615人
4 黒木 勝紀 茨城 16回
5 岡 大輔
岡山 504人
5 岡 大輔
岡山 15回
【各部門の１位から５位までの結果】
シスター養成人数
キッズ聴講者数
順位
氏 名
地区 人数 順位
氏 名
地区 人数
1 山下 総司 奈良 25人
1 塚本 吉弘
長崎 98人
2 青野 桂子 大阪 18人
2 土田 忠司
島根 68人
3 黒木 勝紀 茨城 17人
3 星 良子
千葉 57人
3 星野 順一 群馬 17人
4 川原 貴代子 千葉 35人
5 鈴木 望
東京 15人
5 直井 誠
埼玉 20人

会員の皆様、春の全国ツアーご参加ありがとうございました。全国のべ140名の会員の方にご参加いただき学びと
交流ができたことを大変嬉しく思います。
引き続き、10月から12月にかけて全国各地で第2回地区別勉強会を開催します。
秋の勉強会では渡辺哲弘の認知症研修に加え、各地区で勉強会の講師を1名~2名募集し、その方に1時間から2
時間の講義をお願いしたいと思います。
「こういったことを学んでいるので皆さんに聞いてほしい」など、自分の学びを地区のみなさんへ披露してみません
か？報酬は1時間5,000円（交通費込み）で講義時間は1時間もしくは2時間となります。
希望される方は、事務局もしくは各地区地区長まで連絡をお願いします。
現在確定している地区勉強会の日程と内容は以下のとおりです。
13時～17時すぎ 近況報告＆勉強会、18時～懇親会
11月11日(土)横浜 講師：鈴木 望さん、直井 誠さん
11月12日(日)宮城 講師：募集中
11月16日(木)長崎 講師：塚本吉弘さん、山口健一さん
11月29日(水)新潟 講師：募集中
１２月２１日（木）福岡 講師：緒方由紀子さん、奥田晶子さん
詳細が決まり次第協会ホームページの会員フォーラム・お知らせへアップしていきますので、協会ホームページの
チェックをお願いします。

スライド版ショートコンテンツ
ネット販売を開始しました！
平成27年６月よりスライド版ショートコンテンツのネット販売を始
めました。コンテンツは５００文字～５０００文字の台本とスライド
テータから構成されています。それぞれが独立した、介護教育
の内容となっております。
トレーナーさんが普段のスライドへ差し込み使うもよし。シスター
さんがショートコンテンツ単独で勉強会などに使うもよし、コンテ
ンツの使い方は自由です。
現在４本の無料版と１０本の有料版をご用意しております。会員
の皆様はホームページにログインすることにより、全てのコンテ
ンツのサンプル動画を視聴することが出来ます。
ぜひぜひ購入していただき、みなさんの講義のレベルアップに
お役立てください。

【購入方法】
『協会ホームページ』へログイン
↓
『最新のお知らせ』内の『きらめきNEWコンテンツ』をクリック
↓
『スライドコンテンツタイトル』へ移動します。
移動したページへ販売用コンテンツの動画が並んでいますので見たい動画を選んで視
聴してください。
↓
購入したいものがあればページ左上オレンジの枠の『注文する』をクリック
↓
【お問い合わせフォーム】に移動します。
必要事項を入力し、最後の『お問い合わせ内容』の欄に、欲しいスライドの《作品ナ
ンバー》と《タイトル》をいれて送信してください。

☆理解と関わり編＆予防編の台本部分の変更
全体的：目の前の人とコミュニケーションをとりながら進めていく為、
伝え手が気をつける部分や目の前の人に、【答えを聞いたり】、
【確認したり】する部分に関して、わかりやすいように「赤文字」で記し、
相手の予想される反応は「青文字」で記すように変更。

☆小学生向け編の台本部分の変更
「小学生向け」→「キッズ向け」に名称を変更。
それに伴い表紙の「小学生向け」→「キッズ向け」に変更。
理由：保育園や幼稚園の子ども達にも伝えられるので。
９ページ：赤文字を追加（写真参照）
「実際に杖を子供に見てもらうこと」が大事と考える為。
全体的：「わかる人！」（と言って手をあげる）という表現を減らした。
理由:盛り上がりすぎて騒がしくなってしまうことがあるため

☆予防編の絵を分割
文字が多くて見にくいページを分割して、わかりやすく説明できるように変更！
【治る認知症】

【一過性脳虚血発作】

今回お知らせしたのは主な変更点です。他にも軽微な変更をしています。
このリニューアル版紙芝居がこれからの基本教材となります。
このリニューアル版紙芝居は2,000円で販売いたします。
8月以降シスター養成講座を開催するトレ ーナーさんには無償で配布します。

シスター養成講座開催を決めたら事務局まで連絡をお願いします。
まずは、協会ホームページにログインしていただき、「資料ダウンロード」より
「シスター養成講座開催のしおり」をダウンロードししおりの内容を把握してください。
【最初に必要な情報】
・開催する科目
・開催会場名と住所 ・お問い合わせ連絡先
・開催日時 ※開催する科目ごとの開始時間もお願いします。・オープン開催？クローズ開催？
※以上を開催の2週間前までに必ず連絡をお願いします。

●開催日の5日前を目安に教材を発送します。それまでに教材の必要部数をご自身で確認調整し連絡をしてください。
※1度発送したあとの追加発送は行いませんので部数調整は確実にお願いします。
※部数調整間違いでの当日の教材不足には対応いたしかねます。
教材の足りない分の受講者様はその日は受講していただけません。

●受講者は必ず申し込みフォームから申し込みを行ってください。
登録業務のために申し込みフォームの情報が必須ですのでお願いします。
当日飛び込み受講でも申し込みフォームは当日までは使えますので、申し込んでください。
ネットが苦手な方については、開催するトレーナーさんが代理で入力し申し込んでください。
●開催当日のお願い。
・開催直後に出欠状況を必ず連絡してください。
・修了後、必ず受講者さんの顔写真を２日以内に送ってください。

中部地区メンバーが『ハピスポひろば2017』に参加されました。
地区単位でイベントへ参加し、活動するという形は、これから各地の
支部でもチャレ ンジしていただきたい活動です。各支部のみなさまも
ぜひ中部支部の活動を参考に各地のイベント参加などにもトライして
みてください。
以下、参加された田中トレ ーナーのFacebookより一部抜粋です。
今日は、ここ……
NPO法人 Happy spot club 主催の『ハピスポひろば2017』にきらめき
認知症トレ ーナー協会の仲間と参戦してきました❗
認知症に纏わるクイズを持って、会場中を駆け巡るε=(ﾉ･∀･)ﾂ
トレ ーナー&シスターさん(*´∇｀*)
目の前に耳を傾けて、紙芝居を一生懸命に聴いてくださるキッズたち
に語りかけるように伝えるトレ ーナー&シスターさん(*´∇｀*)
広ーーい会場に、オレ ンジ色の手作りリングが沢山 きらめき✨まし
たっ❗❗
素敵な想いのあるイベントに仲間と参加できて、とっても幸せな時間
となりましたっ(*´∇｀*)
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きらめき認知症ハンドブックの定価をオープン価格へ変更しました。
各会員様がご自由に値付けをし販売可能です。
ご自身がセミナーを開催される時、ぜひ販売してみてください、
※卸価格140円は従来通りとなります。

事務局
〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区浅野2-9-8
KMM南館ハットリアンドアソシエイツ内

TEL:093-541-8656

