
なごや健康カレッジ事業報告＜講座内容（同朋大学）＞ 
日時

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 講座概要とアンケート

 2018年 ・ｱﾝｹｰﾄ 生活状況等のアンケートを実施

9月28日 ・講  話 8回講座の概要と運動は気持が良いところで

・創作レク 折り紙：十五夜飾り

    9:45 ・軽運動 ストレッチング

      ～11:45 ＜講　　師＞ 同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

＜参加者数＞   33名

＜使用資料＞ 別添資料１  アンケートのお願い(生活アンケート）

＜写　　真＞

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 福祉施設の話

・講義 社会福祉施設の種類や見分け方、選び方

 2018年 ・創作レク 箱作り   

10月 5日 ･軽運動 軽運動：ストレッチ体操

＜講　　師＞
同朋大学 社会福祉学部 准教授 村上先生
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

    9:30 ＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

      ～11:30 ＜参加者数＞  30名

＜使用資料＞ なし

＜写　　真＞

      村上先生の話                ストレッチ体操        和紙で飾った紙の箱製作

講座内容

１
回
目

                                十五夜飾り（月とウサギ）

２
回
目



日時 講座内容

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 健康づくりの話

・講義 健康と生活習慣・がんの話、からだの健康はお口から

 2018年 ･創作レク ハロウィンの飾り (1) かぼちゃの台紙とかぼちゃ作り

10月 12日 ･軽運動 2人組レク（3拍子手合わせレク）

＜講　　師＞
中村保健所 保健師（出井さん）
中村保健所 歯科衛生士（前野さん）
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

    9:30 ＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

      ～11:30 ＜参加者数＞   29名

＜使用資料＞  資料2 ：健康と生活習慣、からだの健康はお口から、がん検診ガイド

＜写　　真＞

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 心の健康の話（心の健やかさを保つ）、

・講義 考え方を変えて、柔らかいものの見方をしましょう。

 2018年 ・創作レク ハロウィンの飾り (2)

10月 19日 ･軽運動 2人組のレク：お餅つきのレク2種

＜講　　師＞
同朋大学 社会福祉学部 准教授 吉田みゆき
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

    9:30 ＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

      ～11:30 ＜参加者数＞  30名

＜使用資料＞ 資料 ３ ：こころの健康の話 ～問題解決に挑戦してみよう～

＜写　　真＞

３
回
目

 がんの話     ハロウィンのかぼちゃ作り       口腔衛生の話        ストレッチ体操

４
回
目

              吉田先生                 ハロウィンの飾り完成             2人組レク



日時 講座内容

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 福祉と音楽療法

・実習 音楽療法(懐かしい歌と思いで)

 2018年 ・講義 同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司 （脳トレの話）

10月26日 ･軽運動 なし

＜講　　師＞
伊藤吉乃(音楽療法士)
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

    9:30 ＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

      ～11:30 ＜参加者数＞  26名

＜使用資料＞ なし

＜写　　真＞

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 病気予防の話

・講義 ウイルスによる感染症について（木野先生）

 2018年 ・創作レク 万国旗が絵柄になっている折り紙：鶴

11月 2日 ･軽運動 バランスボール

＜講　　師＞
同朋大学 社会福祉学部 教授 木野美恵子
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

    9:30 ＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

      ～11:30 ＜参加者数＞  27人

＜使用資料＞ 資料 ４： 病気予防のはなし～ウイルスによる感染症について～

＜写　　真＞

         木野先生                       バランスボール

５
回
目

                                   伊藤先生   音楽療法                                  

６
回
目

              鶴製作                                        万国旗の鶴                  



日時 講座内容

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 認知症予防の話

・講義 認知症予防の話 （下山先生）

 2018年 ・創作レク 門松

11月9日 軽運動 レクリエーションとダンベル体操

＜講　　師＞
同朋大学社会福祉学部 准教授 下山久之
同朋大学 社会福祉学部 特任教授 丹羽丈司

＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

    9:30 ＜参加者数＞  23名

      ～11:30 ＜使用資料＞ 資料５ ： 認知症予防の話 ～認知症予防としての回想法～

＜写　　真＞

＜ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ＞ 健康と運動・講座のまとめ

・講義 健康カレッジ(同朋大学）まとめの話とアンケート記入

 2018年 ・創作レク 年賀状とお年玉袋

 11月16日 ･軽運動 健康体操とウオーキング･レク

＜講　　師＞ 同朋大学 社会福祉学部教授 丹羽丈司

＜場　　所＞ 同朋大学 H104教室・卓球室

    9:30 ＜参加者数＞  26名

      ～11:30 ＜使用資料＞ 資料 ６ ：4 事後アンケート（効果測定）

＜写　　真＞

       事後アンケート               年賀状・お年玉袋製作           ウオーキング･レク

７
回
目

   下山先生の話          門松制作準備と門松         ダンベル体操

８
回
目


