
1 6月16日 時間お問合せ下さい 三重県鈴鹿市 三重県鈴鹿市 伊藤 善四郎 三重 てのひら

2 6月19日 14:00～16:30 滋賀県草津市 草津市民交流プラザ 西河 美智子 滋賀 たんぽぽ

3 6月20日 10:00～13:00 宮城県岩沼市 岩沼玉浦コミュニティーセンター 阿部 江美子 町田 千咲土

4 6月20日 14:30～17:00 宮城県仙台市 エル・ソーラ仙台 阿部 江美子 町田 千咲土

5 6月20日 時間お問合せ下さい 山形県山形市 山形県山形市 梁瀬 文子 町田 千咲土

6 6月20日
13:45～16:05
（13:15開場）

福島県会津若松市 会津若松文化センター 氏家 美千代 ふくしま

7 6月20日
13:30～17:00
（13:00開場）

埼玉県ふじみ野市 ふじみ野市産業文化センター多目的ホール 鎌田 育恵 本社派遣管理室

8 6月20日 　10：00～13：00 千葉県印西市 印西市中央公民館　視聴覚室 小林 弘典 千葉　はごろも

9 6月20日 13:00〜 千葉県成田市 成田国際文化会館 門井 孝子 町田 千咲土

10 6月20日 　13：30～15：30 千葉県船橋市 日本看取り士会　船橋研修室 高橋 佳代子 千葉　はごろも

11 6月20日 　13：30～15：30 千葉県印西市 印西市中央公民館　視聴覚室 小林 弘典 千葉　はごろも

12 6月20日 18:00～ 千葉県成田市 成田国際文化会館 門井 孝子 町田 千咲土

13 6月20日 9:45～11:45 神奈川県横浜市 あざみ野フォーラム 尾美 恵美子 横浜

14 6月20日 10:00～12:00 神奈川県横浜市 庄戸会館 森木 里美 町田 千咲土

15 6月20日 14:00～16:30 神奈川県横浜市 吉野町市民プラザ 廿日岩 由香 横浜

16 6月20日 14:00～16:30 神奈川県横浜市 青葉台 吉田 千恵 横浜

17 6月20日 10:00～12:30 石川県小松市 石川県小松市 生田 美和子 滋賀 たんぽぽ

18 6月20日
14：00～16：00
（13：30会場）

山梨県山梨市 山梨市民会館（303会議室） 岡 亜佐子 八ヶ岳

19 6月20日 9：30～12：00 長野県佐久市 野沢会館２０５号室 湯浅 憲子 すわん

20 6月20日 10：00～ 長野県上田市 エンゼルパーク上田 山口 朋子 すわん

21 6月20日 10：00～ 長野県上高井郡 栗ケ丘クリニック 小林 富雄 すわん

22 6月20日  13：30～16：30 長野県茅野市 ギャラリーカフェそよ風 原 房子 すわん

23 6月20日 14：00～ 長野県上田市 エンゼルパーク上田 山口 朋子 すわん

24 6月20日 14：00～ 長野県上高井郡 栗ケ丘クリニック 小林 富雄 すわん

25 6月20日 14：30～ 長野県長野市 長野市吉田公民館大教室 小坂 由美 すわん

26 6月20日
11:00～13:30
（10:30開場）

岐阜県下呂市 下原公民館大ホール 矢嶋 洋子 岐阜　わたしんち

27 6月20日 13:00～16:30 岐阜県美濃加茂市 岐阜県美濃加茂市 宮井 千浪 岐阜　わたしんち

28 6月20日 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

29 6月20日 14：00～16：30 愛知県豊田市 豊田市福祉センター 野澤 裕規子 なごやかあいち

30 6月20日 時間お問合せ下さい 三重県桑名市
桑名市パブリックセンター　サークル室

（旧 桑名市中央公民館）
吉村 澄子 三重 てのひら

31 6月20日 10:00～12:30 滋賀県犬上郡 看取りｽﾃｰｼｮﾝ滋賀「たんぽぽ」 西河 美智子 滋賀 たんぽぽ

32 6月20日
13:30～16:00
（13:00開場）

奈良県桜井市 桜井市まほろぼセンター　多目的ホール 乗本 奈穂美 奈良 ほほえみ
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33 6月20日 14:00～16:30 島根県安来市 　安来市布部交流センター 藤原 利恵子 本社派遣管理室

34 6月20日 10:00～12:10 愛媛県松山市 一番町ホール 三木 羽美 本社派遣管理室

35 6月20日 15:00～17:30 愛媛県宇和島市 宇和島商工会議所　３階大ホール 井上 幸子 本社派遣管理室

36 6月20日  9:30～12:00　 佐賀県鹿島市 佐賀県鹿島市 中村 智子 祥和大分

37 6月20日 14:00～16:30 長崎県北松浦郡 サービス付き高齢者向け住宅    笑福 竹田 志穂美 長崎県北

38 6月20日 18:30～21:00 長崎県佐世保市 ささえんどう 竹田 志穂美 長崎県北

39 6月20日 9:30～12:00 大分県別府市 芝居の湯 梛野 祥子 祥和大分

40 6月20日 13:00～15:30 大分県日田市 有料老人ホーム   縁ジョイライフ 戸田 章 祥和大分

41 7月4日 13:00～16:00 愛知県東海市 社会福祉法人檸檬 櫨謙侑 なごやかあいち

42 7月11日 10:30～12:00 北海道札幌市 札幌市北区民センター 津山 真知子 本社派遣管理室

43 7月11日 14:00～16:00 北海道札幌市 札幌市北区民センター 津山 真知子 本社派遣管理室

44 7月11日 10:00～12:00 東京都東久留米市 東久留米研修室 山口 千尋 マロウの花

45 7月11日 13:00～15:00 東京都小平市 東京都小平市 井領 満江 マロウの花

46 7月11日 13:00～16:00 東京都町田市 東京研修所 清水 直美 町田 千咲土

47 7月11日 13:30～15:30 東京都多摩市 東京都多摩市 中山 裕美乃 東京 聖蹟桜ヶ丘

48 7月11日 13:45～16:05 東京都狛江市 ホリスティック・アロマテラピー・サロン　クプクプ 天野 真柄 本社派遣管理室

49 7月11日 13:30～16:30 愛知県名古屋市 愛知県名古屋市 森山 知美 なごやかあいち

50 7月11日 13:00～15:30 滋賀県犬上郡 看取りｽﾃｰｼｮﾝ滋賀「たんぽぽ」 西河 美智子 滋賀 たんぽぽ

51 7月11日 13:00～15:30 京都府向日市 京都府向日市 佐々木 敦子 滋賀 たんぽぽ

52 7月11日 13:00～15:30 京都府亀岡市 真福寺 満林 晃典 滋賀 たんぽぽ

53 7月11日 13:00～15:30 大阪府西淀川区 大阪府西淀川区 廣田 侑紀 滋賀 たんぽぽ

54 7月11日
13:00～15:00
（12：45開場）

兵庫県西宮市 HAMACO:LIVINGO（ファインシティ甲子園１階） 柳生 美登里 甲子園 いちご

55 7月11日 13:30～16:00 徳島県板野郡 徳島県板野郡 小坂 久美子 滋賀 たんぽぽ

56 7月11日 14:00～16:30 岡山県岡山市 ヒカリホールディングス   貸会議室B 本社

57 7月11日
14：00～16：20
（＋鼎談30分）

広島県広島市 広島市南区民文化センター３階 大会議室A 橘 澄恵 本社派遣管理室

58 7月11日 15:00～17:30 愛媛県宇和島市 宇和島商工会議所　３階大ホール 井上 幸子 本社派遣管理室

59 7月11日 13:00～ 愛媛県松山市 コムズ松山男女共同参画センター５階　会議室5 三木 羽美 本社派遣管理室

60 7月11日 13:00～15:30 福岡県久留米市 南薫コミュニティセンター 権藤 華連 福岡 春風

61 7月11日 18:00～ 沖縄県沖縄市 シアタードーナツ 安里 裕子 沖縄 ウスリ

62 7月17日 17:45～20:30 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
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