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ご高齢者がいつまでもイキイキとくらせる社会を目指し、

福祉用具貸与を中心に、 在宅介護 ・ 生活支援サービス

を行っています。 様々なサービスを通じて、これからの 「く

らし」 をご提案致します。

日本基準寝具株式会社 エコール事業部

楽しみながら継続してできる機能訓練 ・ 介護予防の為の

システム 「ＤＫエルダーシステムは、 全国２４０００ｶ所の

介護施設や自治体介護施設で音楽健康指導士と共に全

国で活躍中です。

株式会社　第一興商　広島支店

50 年を超えて 「楽しさ」 を追求してきた会社です。 そ

のノウハウで地域の皆さまの 「笑顔」 を広げたいため、

健康にも向き合うことが必要であると考え、 プローバグ

ループは新たな挑戦しています。

株式会社プローバホールディングス　株式会社プローバウェルネス

【介護が本当に大変だと知った。

だからこそ介護で世の中の役に立ちたいと決意した】 

これがツクイの福祉サービスの原点です。 常にお客様に

まっすぐ向き合える存在でありたいと思っています

株式会社ツクイ

法人設立より 「医療はサービス業である」 という信念の

もと薬局事業、 介護事業、 保育教育事業を主なドメイン

とし関連する派生事業を地域に展開して社会貢献してい

くことを目指しております。

ネクサスグループ
「地元ならではの、 ぬくもりを感じる介護」 を目指し、 広

島市内でグループホーム ・ デイサービス ・ 小規模多機能

型居宅介護 ・ 居宅介護支援事業所 （施設名 「とまと」）

を地域密着で運営しています。

株式会社サルート

日本訪問歯科協会では全国で訪問歯科診療に取り組ん

でおります。 誤嚥性肺炎等の全身疾患の予防に口腔の

ケアは欠かせません。 お一人で通院できない方のご自宅

や施設に伺います。

一般社団法人 日本訪問歯科協会 西日本センター

福祉系の資格取得講座の運営 （初任者研修、 実務者

研修、 介護福祉士 ・ ケアマネジャー受験対策講座）、 介

護職のお仕事ご希望の方への就職支援 ・ 介護施設への

人材紹介 （派遣 ・ 紹介予定派遣 ・ 紹介）

株式会社 日本教育クリエイト 三幸福祉カレッジ

あなぶきの介護。 それは技術だけではない人間力。 入

居者とご家族の方に寄り添い、 心から向き合います。

介護を家族ごと支えたい。 　【あなぶきの介護】

あなぶきメディカルケア株式会社

地域社会や企業などにおいて健康寿命の延伸に貢献で

きる人材を育成します。 今後、組織の再編や入学定員増、

キャンパスの整備を行い、 これまで以上に地域に愛され、

根ざした大学をめざします。

広島国際大学　医療福祉学科

世界で最も早く高齢化が進む日本にあって、 地域の皆

様の健康寿命を本気で考えるお店になりたい。

そして、「フレスタのある街は、みんなが健康になる」 と言っ

ていただける未来をめざします。

株式会社フレスタ

2019 年11月4日［月］13:30～ 15:40

協賛
〔事業紹介〕TEL.082-819-1155　〒731-0231  広島市安佐北区亀山 1-17-16

地域健康づくり

医療法人社団 恵正会 にのみやデイサービスセンター ・ アネックス
発表者／米田　真梨乃 （管理栄養士）

調理動画配信プログラム
「N-kitchen」

介護現場で働く管理栄養士などが作成するレシピ ・ 調理動
画の配信から冊子作成まで。 在宅生活において食事に不安
のある方々を支援すると共に、 その担い手を増やす活動を紹
介します。

TEL.082-227-4040　〒730-0013  広島市中区八丁堀 15-10

地域健康づくり

ここからグループ　T&T WAM サポート株式会社
発表者／小松　亮介 （介護事業部統括）

老人クラブ会員に向けた
介護予防リーダー養成講座

地域での介護予防活動に取り組むリーダーの養成を目的と
した講座を開催。 講座を修了したリーダーは、 各地域にて
地域住民を対象とした運動教室を実施し、 地域の健康づく
りに貢献している。

TEL.082-537-2300　〒733-0001 広島市西区大芝 2-17-10

地域貢献

株式会社ツクイ　ツクイ広島大芝
発表者／片桐　まゆみ （営業所所長）

お客様が地域での役割を
持てるために

地域のお客様 （高齢者） が地域の為の何が出来るのか？
役割をもって生きがいを感じて頂き、 地域からも必要とされ
る存在であってほしい。 そんな思いを形にした内容の発表さ
せて頂きます。

TEL.082-228-0386　〒732-0063  広島市東区牛田東 4-13-1

地域健康づくり

広島女学院大学 人間生活学部管理栄養学科
発表者／池田　紗矢香 （食育サークル部長）

地域における野菜摂取向上
のための食育活動

野菜摂取向上を支援する食育活動を学内外で行っていま
す。 地域では高齢者対象の料理教室を定期的に開催して
います。 食を通して地域と触れ合い、 管理栄養士としての
学びを深めています。

TEL.082-568-6735　〒732-0827  広島市南区稲荷町 1-27

地域貢献

学校法人三幸学園 広島リゾート＆スポーツ専門学校
発表者／加美山　浩司 （教員）

リゾスポにおける
地域貢献を目的とした活動

「人を生かし、日本をそして正解を明るく元気にする」をビジョ
ンに掲げ、 学校運営をしております。 スポーツ分野は全国 9
都市に拠点を構え、 活動しています。

TEL.082-505-6200　〒734-0013  広島市南区出島 1-33-37

地域健康づくり

株式会社 第一興商 広島支店
発表者／末川　篤志 （音楽健康指導士 ・ 健康運動実践指導士）

音楽のある健康的な
地域社会の実現

官民連携による全国の先進的な介護予防事業の事例を発
表　「通いの場」 の創出に 「うたと音楽」 を活用して男性
参加率が向上。 地域シニア音楽健康指導士育成による自
走モデルへ発展中。

TEL.082-223-1164　〒730-0014  広島市中区上幟町 8-18

地域貢献

学校法人 木村学園 トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 介護福祉学科
発表者／黒瀬　寧々 ・ 上田　真琴 （学生）

地域のお年寄りを笑顔で元気に
～介護福祉士の卵たちの新たな挑戦

今年度より 「いきいき百歳体操」 を毎週水曜日に本校を会
場に行っています。 地域のお年寄りが介護が必要にならな
いようにいつまでも笑顔で元気に暮らせるように介護福祉士
の卵たちの挑戦を紹介します。

TEL.082-239-5171　〒731-0136  広島市安佐南区長束西 3-5-1

地域貢献

広島文化学園大学 学芸学部音楽学科
発表者／和田　玲子 （准教授）

音楽で高齢者を支えるー高齢者
施設での音楽療法士の活躍ー

本学では、 毎年 『音楽療法士』 の資格を取得して卒業す
る学生がいる。 彼らが、 高齢者施設でどのような音楽療法
を実施しているか、 また、 音楽療法を実施することは、 高齢
者をどのように支えるのかを紹介する。

TEL.082-827-0083　〒736-0088  広島市安芸区畑賀 3-30-14

地域健康づくり

畑賀地区社会福祉協議会
発表者／中島　幸子 （会長）

多様な団体などと連携 ・ 協働に
取り組む福祉のまちづくりプラン

毎年事業と予算計画は立てますが、 ５カ年計画は初めて試
みる企画書で、 大変苦労しました。 しかし、 行政をはじめ
多様な団体などの参画は、 色々な経験をし事業の成果を見
ることができています。

TEL.082-278-0321　〒733-0833  広島市西区商工センター 5-14-27

地域健康づくり

ミズノ株式会社　中国支社
発表者／成田　和行 （スポーツ営業本部）

ノルディック ・ ウォークで
健康維持、 増進を

健康維持、 増進のために、 無理なく継続できる効果的な取
り組みとして、 ノルディック ・ ウォークがおすすめ。 生活習慣
病や認知症の予防にも効果ありと言われており、 医療現場
でも注目。

※地域包括ケアとは…重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、 住まい ・ 医療 ・ 介護 ・ 予防 ・ 生活支援を一体的に提供するシステム


