
東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年３月８日現在  NO.1 

団体・事業所名 講座の内容 費用 時間 申込先 

1 
一般社団法人 
東広島地区医師会 
地域連携室 あざれあ 

講話と体験  「私の心づもり（人生会議）出前講座」など 
 ゲームをしながら考える豊かに生きる私の人生 ACP（人生会議） 

無料 60分程度 
※土日祝を除く 

地域連携室  あざれあ 
 西条町土与丸1113番地 
☎ 082－493－7360 

２ 
一般社団法人 
日本介護美容セラピ
スト協会 

講話と実技   
 ビューティータッチセラピーとは、肌に触れ、スキンケアやメーキャップ等を繰り返すことで、心
や身体の健康を促す「美容療法」のことです。参加者ご自身でハンドトリートメントや美容を
楽しみながらレッスン。ADL(日常生活動作)の維持、向上を目的としたコースです。    
 ①つるつるハンドマッサージ   ②小顔マッサージレッスン   ③若返りメークレッスン  
 ※ご希望の内容をえらんでください。   

お一人
当たり 
材料費 
500円 

60分 

一般社団法人 
日本介護美容セラピスト協会 
 担当者：山本 
 安芸郡海田町 
☎ 090－4571－1232 

3 
医療法人社団 
二山会 宗近病院 

講話 精神疾患や認知症について、皆様のご要望に応じたお話 
 例）・統合失調症とはどんな病気か  ・認知症の対応方法について  
    ・法人サービスのご利用案内(認知症疾患医療センター、初期集中支援チームなど) 
 ※依頼書を郵送またはファックス（できるだけ1か月前までに） 

無料 60分 

医療法人社団 二山会 
宗近病院 
 西条町御薗宇703 
☎ 082－423－2726 

4 
株式会社 
ＡＴＨＥＲ 

講話と実技 「体力づくりをテーマにした講座」  
 自分に足りない運動（筋力・持久力・柔軟力・対応力）を理解して、手軽に行える運
動を紹介 

要相談 60分 

株式会社ＡＴＨＥＲ 
 西条下見５丁目1－24 
 ラ・ポールこうのす102 
☎ 082－424－8172  

5 
株式会社第一興商 
広島支店 

講話と実技 「音楽健康体操教室」懐メロ・青春ポップスでenjoy♪介護予防 
 音楽健康指導士・口腔機能指導員による、音楽のリズムに合わせた迫力の映像と共に
楽しく行うフレイル予防体操・脳トレなど 
（プログラムの一例）ロコモ予防体操・目と耳で楽しむイス体操・頭スッキリ脳トレクイズ・  
             表情筋体操・ブレーキとアクセルの踏み間違えストレッチ 他多数 

要相談 60～90分 

株式会社第一興商 
広島支店 
 広島市南区出島1-33-37 
☎ 082－505－6200 

6 
株式会社コーポレー
ションパールスター 

講話 「健康の元は元気な足元から」 
 いつまでも元気に歩くために、企業の立場から応援します。転倒予防指導士による転倒し
ないための歩き方の指導、および足裏の健康状態の測定あり。 

無料 60分 

株式会社コーポレーション 
パールスター 
 担当者：新宅・大草 
 安芸津町三津4424 
☎ 0846－45－0116     

令和5年度版 地域の団体、企業による健康講座 

●地域の団体、企業から皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 



東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年３月８日現在  NO.２ 

団体・事業所名 講座の内容 費用 時間 申込先 

７ 株式会社 明治 

  
講話 

 ①食品講座 
   牛乳・ヨーグルト・チーズ・チョコレート 
  ②食べ方講座 
     栄養と運動・フレイル予防・低栄養予防・認知機能と低栄養 
  ③水分補給講座 

 脱水症や熱中症予防 
  ④噛む力講座 

 唾液の働きとグミの秘めた力 
 
ご要望に沿った内容をご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 

無料 60分 

(株)明治 広島オフィス 
 広島市中区鶴見町2－19 
 ルーテル平和大通りビル5階 
☎ 082－546－1602 
※公共交通機関を利用するた 
   め、オンライン開催をお願い  
   する場合があります 
※年2回まで 
※開催の2か月前までにお申し 
  込みください 

８ 
一般社団法人 
東広島薬剤師会 

講話 

 在宅緩和、禁煙指導、薬の正しい飲み方など、薬剤師の立場から専門的な話をします。 

 研修会等の目的・内容がわかる、講師派遣依頼文書を本会宛てにお送りください。 

 （東広島薬剤師会のホームページに参考例あり） 
 内容により、ご希望に添えない場合もありますことをご了承ください。 

要相談 60分 

一般社団法人 
東広島薬剤師会 
 〒739-0003 
 西条町土与丸1113番地 
☎ 082－423－7340 
FAX 082－423－7340 
✉ 
higashiyakuzaishikai@lime.ocn.ne.jp 

９ 

一般社団法人 
東広島地区医師会 
賀茂台地訪問看護 
ステーション 

講話 

 認知症について 例）認知症とはどのような病気か、周囲の人たちの対応方法 

 その他ご要望に応じてお話をさせていただきます。 
 
※できるだけ2週間前までにご連絡ください。 

無料 60分 

一般社団法人 
東広島地区医師会 
賀茂台地訪問看護ステーション 
 〒739-0003 
 西条町土与丸1113番地 
☎ 082－423－5959 
FAX 082－423-5996 
 

●地域の団体、企業から通いの場など皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 

令和5年度版 地域の団体、企業による健康講座 
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東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年３月８日現在  NO.3 

団体・事業所名 講座の内容 費用 時間 申込先 

10 合同会社 FLAP 

講話と実技 
 ①脳活性化体操 
  自分の体重を利用して、簡単な体操を紹介します。 
  脳トレなどを交えて楽しく行える講座です。 
 ②スクエアステップ 
   「スクエアステップ」という、頭と体を同時に使う簡単な運動を紹介します。 

有料 
要相談 

 
60分 
 

合同会社 FLAP 
 東広島市西条町田口
3546-25 
☎ 082－437－4267 

11 
健康運動指導士 
岡野 真子 

実技 
 ①健康体操 
  肩こり解消や腰痛予防につながるストレッチや筋力トレーニング、認知症予防につながる 
 シナプソロジー（脳トレゲーム） 
 ②チェアエクササイズ 
  椅子に座って行う有酸素運動。音楽に合わせてストレッチや筋力トレーニングなどを行い 
 身体を動かします。 
 ③シニア向けかんたんヨガ 
  呼吸を深めると共に、かんたんなヨガのポーズを楽しみます。椅子に座ったままでもできる 
 ヨガもあります。 
 ◎準備物：タオル、飲み物、室内用シューズ（必要な会場であれば）、椅子 
        ③のヨガの場合は、追加でヨガマット（バスタオルでも可） 

有料 
6,000～ 
10,000円 

60分～ 
90分 

岡野 真子 
 東広島市八本松正力
176-48 
☎ 080－3872－2756 
FAX 082－428－4471 

E-mail  k3mako5-5-
3ketu@outlook.jp 
ホームページ 
https://ameblo.jp/3ke
tu/ 

12 
介護予防運動指導員 
向田 香織 

実技 
 ロコモ・フレイル予防体操 健康でいきいきとした人生を過ごすための運動講座です。 
  
 ①有酸素運動     心肺機能を高めます 
 ②筋力トレーニング     筋力の維持と向上を目指します  
 ③舌のトレーニング   誤えん予防、美容と健康に 
 ④ストレッチ       身体の柔軟性を高めます 
  
 ◎準備物：タオル・マット・室内用シューズ・飲み物 

 
有料

6,000円 
 

60分 

向田 香織 
 東広島市寺家7880-1 
☎ 090－4573－7096 
FAX 082－436－5222 

●地域の団体、企業から通いの場など皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 

令和5年度版 地域の団体、企業による健康講座 
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東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年3月８日現在  NO.4 
 

５. 通いの場で 活用できるお得な情報                   

団体・事業所名 講座の内容 費用 時
間 

申込先 

13 
スポーツクラブ 
ルネサンス東広島24 

講話と実技 
 ①正しいウォーキングについて 
  効果的な歩き方とは？正しく歩くことでどのような効果が得られるのか？歩く時のポイ 
 ントを講話で紹介致します。その後、実際に歩いて正しい歩き方を身につけます。 
 ②転倒予防トレーニング 
  なぜ転倒するのか？転倒することでどのようなリスクがあるのか？を講話でご紹介致 
 します。その後、転倒を予防するためのトレーニングを実践いたします。 
 ③元気な脳を保つには 
  脳が喜ぶ生活習慣を講話でご紹介致します。また、ルネサンスが独自で開発した脳 
 活性化のプログラムシナプソロジーを実践いたします。 
 ④簡単ストレッチ・シナプソロジー・青竹ふみ・絵を見て間違い探し 
  組み合わせを自由にして60分程度のレッスンを行います。 
 
  準備物：水分補給ができるもの、タオル、動きやすい靴 
 

要相談 
60分 
程度 

スポーツクラブルネサンス 
東広島24 
担当者：吉田 
東広島市西条町御薗宇  
上戸6100 
☎ 082-431-0333 
FAX 082-431-0338 
E-mail   
r-higashihiroshima@s-
renaissance.co.jp 
ホームページ 
https://www.s-
re.jp/higashihiroshima 
 

14 
一般財団法人  
広島県環境保健協会 

講話と実技 
 「足裏から始まる健康法 ～ボールで簡単ストレッチ～」 
  足裏の少しの傾きが、関節のゆがみや痛みの原因になる恐れがあります。この講座 
 では、体に当てて動かすだけで筋肉を「ほぐず」「のばす」ことができるストレッチボールを 
 使って、緊張した足裏の筋肉をほぐし、足裏全体が床にしっかりつくようなエクササイズ 
 を行います。 
  講座当日は、ストレッチボールを貸し出しします。 
 
  定員：概ね20名 
  準備物：椅子（1人1脚。背もたれがあるものであればなお良い） 
        黒板またはホワイトボード 
        マグネット（10個） 

有料 
6,600円（税込） 
開催場所により、旅
費実費（高速代） 

60分 

一般財団法人  
広島県環境保健協会 
担当者：地域支援課  
      住田典子 
広島市中区広瀬北町9番
1号 
☎ 082-293-1512 
FAX 082-293-1524 
E-mail  
noriko.sumida@kanho
kyo.or.jp 
ホームページ 
http://www.kanhokyo.
or.jp/ 
 

●地域の団体、企業から通いの場など皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 

令和5年度版 地域の団体、企業による健康講座 



東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年３月８日現在  NO.5 
 

団体・事業所名 講座の内容 費用 時間 申込先 

15 生活協同組合ひろしま 

講話と実技 
 「ひろしまGENKI体操」 
  健康寿命を伸ばすこと（認知力アップ）を目的に、生協ひろしまと広島大学で 
 共同研究を進めている体操プログラムです。 
  「脳トレ」「骨トレ」「ダンス」の３つで構成しています。 
 
 準備物：タオル、飲み物、室内用シューズ（必要な会場であれば）、椅子 

初回無料 
 

2回目以降
要相談 

90分 

生活協同組合ひろしま 
担当者：今村、半田 
広島県廿日市市大野原1-2-10 
☎0120-500-935（生協ひろし
ま組合員サービスセンター) 
 
※「ひろしまゲンキ体操の申し込み」と
お伝えください。 
ホームページ 
https://www.hiroshima.coop/ 

16 

介護予防運動指導員 
超音波エステサロン 
～hana~ 
角田 由香 
 

講話と実技 
①シナプソロジー 
  脳トレ 
②青竹ふみ（足裏トレーニング） 
  足裏をほぐし転倒予防につなげます。 
③簡単ストレッチ 
  椅子を使ったストレッチ、立位のストレッチ 
④地域の指導員向けのブラッシュアップ講習 
  地域で現在活動されている運動指導員向けに対しての講習 
⑤正しい歩き方 
  正しい歩き方をマスターし転倒予防につなげます。 
⑥運動指導 
  簡単なダンスエクササイズ 
 
 準備物：運動ができる服装、シューズ、バスタオル(ストレッチマット）、飲み物 

有料 
7,000円～ 

60分
～ 

介護予防運動指導員 
超音波エステサロン 
～hana~ 
角田 由香 
 
東広島市西条町田口224-41 
☎ 080-4551-0776 
E-mail 
yjiaotian66＠gmail.com 

●地域の団体、企業から通いの場など皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 

令和5年度版 地域の団体・企業による健康講座 



東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年３月８日現在 NO.6 
 

団体・事業所名 講座の内容 費用 時間 申込先 

17 株式会社 わんぷら 

講話と実技 
 「脳トレヨガ足湯教室」 
 下記の内容から、自分たちの地域に合ったお好きなものを選んで行える教室とな
ります。 

 (ヨガ、足湯、フットマッサージ、脳トレ、脳年齢測定、メドマー（足のむくみとり）、

足漕ぎサイクル、手漕ぎサイクル等） 

介護の有資格者が教室を提供するので、様々な介護相談をすることも可能です。 

  
準備物：タオル、飲み物 

初回無料 
 

2回目以降 
要相談 

 

30分～2時間の
間で調整可能 

株式会社わんぷら 
担当者：鈴木 
東広島市八本松東2-17-25 
☎ 082-426-6678 
FAX 082-426-6680  
E-mail 
e-nou@wam-pura.com 

18 
オリピノテラス 
ＯＲＩーＰＩＮＯ
terrace 

講話と実技 
 「誰でも簡単スキマ時間に！健康増進キックボクササイズ」 
 音楽に合わせてキックボクシングの動きを取り入れたプログラム。子どもからシニア
の方までどなたでも出来る動きで運動機能向上とリフレッシュを目的に行います。
基本的にはミッド打ちのような内容では無く、インストラクターが前に立ってパンチ
キックの動きを先導し、体を動かしてもらいます。６０分間のプログラムで休憩は１
０分に一度確保しております。 
 
 準備物：室内シューズ、飲み物 

有料 
1回500円 

60分 

担当者：東 竜太郎 
東広島市西条町寺家 7428-1
シャトードゥエスポワール 105 号 
☎ ０９０-４６９７-８９０４ 
E-mail 
hicchi0113@gmail.com 
ホームページ：https://www.ori-
pino-terrace.com/ 

●地域の団体、企業から通いの場など皆さんのもとへ出向いて、お話する講座です  

  【申込方法】 通いの場から直接、講師派遣をお申し込みください。 費用については、各団体・事業所にお問い合わせください。 

令和5年度版 地域の団体・企業による健康講座 
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団体・事業所名 講座の内容 

明治安田生命ホームページ 
https：//www.meijiyasuda.co.jp 

 

「楽しむ・学ぶ」一覧 ＞ 介護・健康・医療に関するお役立ち情報 ＞ 介護総合情報サイト ＞ 
「MY介護の広場」 ＞ 一般のみなさま ＞ 高齢者レクレーション 
 
 ・体操レク動画  ・同じもの探し    ・間違い探し  ・大人の「塗り絵」教室  
 ・季節の塗り絵カレンダー ・手作りお誕生日カ－ド  ・皆で作る季節の壁画    ・手作り写真スタンド       
 ・昔遊び・折り紙・伝統芸術  ・なつかしの童謡 ・心を開く回想法  ・布手芸・小物・おもちゃ作り  
 ・鉛筆でたどる百人一首  ・指さき体操     ・ソラミミクイズ      ・効く！「脳トレ」    
  ・脳を活性化するドリル   ・コグニサイズ     ・シナプソロジー    ・シニアレシピ 

集いの場(通いの場や地域サロンなど）で 活用できるお得な情報                   

東広島市健康福祉部医療保健課   
令和５年3月8日現在 NO.7 

 


