
ID 時間 開催地 会場名 担当看取り士 お問合せ先

1 10:00～12:20 北海道札幌市 札幌東区民センター 藤根美智子 札幌

2 14:00～16:30 北海道石狩郡 当別町風街カフェ 大澤俊信 札幌

3 10:00～12:20 北海道稚内市 稚内市ニュウハイツシラハタ 佐藤政春 札幌

4 10:00～12:20 北海道上川郡 上川郡ミヤタケ 宮武紀子 札幌

5 10:00～12:20 北海道旭川市 愛花夢 柳橋麻利子 札幌

6 10:00～12:20 北海道函館市 サロンほがらか 広瀬雅江 札幌

7 14:00～16:30 北海道札幌市 活き枠 鈴木智恵子 札幌

8
10:15～12:30
13:45～16:00

北海道帯広市 とかちプラザ 中島千晴 町田 千咲土

9 13:30～17:00 宮城県仙台市 エルソーラ 阿部江美子 町田 千咲土

10 13:30～17:30 山形県山形市 やまぎん県民ホール会議室３ 梁瀬文子 町田 千咲土

11 13:45～16:05 福島県伊達市 伊達市ふるさと会館 氏家美千代 ふくしま

12 10:00～12:30 茨城県鹿嶋市 鹿嶋市市民センター 藤井加代子 町田 千咲土

13 13:30～16:45 埼玉県ふじみ野市 ふじみ野市立産業文化センター 鎌田育恵 岡山

14 10:30～13:00 千葉県松戸市 日本看取り士会 千葉研修室 新田崇信 岡山

15
10:00～13:00
14:00～17:00

東京都町田市 双方形 清水和土 町田 千咲土

16
14:00～17:00
17:00～20:00

東京都多摩市 Beer and Spirits In The Bottle 早川美佐子 町田 千咲土

17 9:30～12:30 東京都町田市 NPO法人　桜実会　事務局 清水直美 町田 千咲土

18 10:00～12:30 東京都八王子市 八王子さくらホール 柴田堅太 町田 千咲土

19 10:00～12:20 東京都新宿区 日本看取り士会 新宿研修所 中屋敷妙子 岡山

20 09:30～12:00 東京都府中市 立正佼成会　府中教会 川本恭央 岡山

21
時間お問合せ下
さい

神奈川県秦野市 神奈川県秦野市南矢名 大庭聡恵 町田 千咲土

22 12:00～16:00 神奈川県相模原市 古家カフェ＋ギャラリーたねまめ 神尾麗子 町田 千咲土

23 13:00～17:00 神奈川県伊勢原市 日本看取り士会伊勢原研修室 河口美子 町田 千咲土

24 13:00～16:00 神奈川県横浜市 横浜あーすぷらざ5階（栄区） 森木里美 町田 千咲土

25 14:00～16:30 神奈川県横浜市 夢・あいホール（中区） 尾美恵美子 横浜

26
10:30～13:00
14:00～16:30

神奈川県横浜市 カフェ（青葉区） 吉田千恵 横浜

27 14:00～16:30 神奈川県川崎市 老人介護施設（中原区） 松村健弘 横浜

28 13:00～15:30 神奈川県藤沢市 行方家 入澤縁 岡山

29 13:30～16:00 富山県南砺市 ゲストハウス合掌かずら 鈴木里枝 なごやかあいち

30 13:30～16:30 山梨県山梨市 街の駅　やまなし 岡亜佐子 八ヶ岳



ID 時間 開催地 会場名 担当看取り士 お問合せ先

31 18:30～21:00 長野県伊那市 長野県伊那市西町 田口八重子 すわん信州

32 9:00～11:30 長野県長野市 長野市吉田公民館 小坂由美 すわん信州

33
10:00～12:30
13:30～16:00

長野県茅野市 仲町　新星劇場 原房子 すわん信州

34
9:30～12:00
13:00～15:30

長野県佐久市 野沢会館　202号室 湯浅憲子 すわん信州

35 13:30～16:00 岐阜県各務原市 那加福祉会館 森裕子 なごやかあいち

36
10:00～12:30
14:00～16:30

岐阜県下呂市 下原公民館ホール 矢嶋陽子 なごやかあいち

37 13:00～16:00 愛知県名古屋市 イーブルなごや 白瀧貴美子 なごやかあいち

38 13:30～16:00 愛知県春日井市 グリーンパレス春日井 鈴木静江 なごやかあいち

39 10:00～13:30 愛知県名古屋市 みなと荘 山口久美 なごやかあいち

40 10:00～12:30 愛知県知多市 旭まちづくりセンター 西尾聡子 なごやかあいち

41 14:00～17:00 愛知県東海市 富木島診療所 西尾聡子 なごやかあいち

42
10:00～12:30
14:00～16:30

愛知県岡崎市 医療法人うちぼり医院 内堀敬子 なごやかあいち

43
9:00～11:30
19:00～21:30

愛知県東海市 社会福祉法人檸檬 櫨洋一 なごやかあいち

44 14:00～16:30 愛知県東海市 東海市勤労センター 青柳利佳 なごやかあいち

45 13:00～16:00 愛知県豊田市 浄水交流館 野澤裕紀子 なごやかあいち

46
10:00～　＆
13:00～

滋賀県高島市 いき生き水文化かばた館 西河美智子 たんぽぽ滋賀

47 14:00～16:30 奈良県生駒郡 平群町総合文化センター 乗本奈穂美 たんぽぽ滋賀

48 9:00～11:30 島根県安来市 広瀬交流センター 藤原利恵子 岡山

49 13:00～15:30 島根県安来市 さんそ学習館ケイオス 藤原利恵子 岡山

50 19:00～21:30 島根県安来市 比田交流センター 藤原利恵子 岡山

51 10:00～12:20 岡山県岡山市 ジョリー東宝 本社 岡山

52 10:00～12:20 岡山県倉敷市 ぶどうの家 BRANCH 仲山勝子 岡山

53 10:00～13:00 徳島県徳島市 徳島市医師会館　4階会議室 小坂久美子 たんぽぽ滋賀

54 10:00～12:20 愛媛県松山市 アイテム愛媛　大会議室 三木羽美 岡山

55 13:00～16:00 福岡県福岡市 万多礼ビル（中央区） 藤野聖子 福岡 春風

56 13:00～15:30 長崎県佐世保市 菜～さい～Nagasaki Café 竹田志穂美 祥和大分

57 15:00～17:30 熊本県山鹿市 天聴の蔵 木原寿美子 祥和大分

58 9:30～12:00 大分県別府市 別府ブルーバード劇場 梛野祥子 祥和大分

59 16:45～19:15 沖縄県沖縄市 シアタードーナツ・オキナワ 安里裕子 祥和大分


