
企画・運営：特定非営利活動法人リンク

２０２１年３月作成



多分野多職種の専門職が互助協力関係を築き、皆さまが持って
いる「モノ」を可能な範囲で共有及び活用できるシステムです。

【申込先】
多分野多職種連携活動ゆるネット事務局
住所：千葉県山武市津辺171番地1
電話：0475-77-7531 ＦＡＸ：0475-77-7538

【利用方法】

１．講師等の派遣依頼を下記連絡先へご連絡下さい。

２．研修や会議等について下記の内容をお伝え下さい。

(1)希望講師、(2)内容、(3)日時、(4)場所 (5)その他

３．事務局が講師と調整致します。

４．具体的内容を依頼者と講師で調整お願いします。

５．終了後、事務局へご報告お願い致します。



講 師 リ ス ト
No 氏 名 分 野

１ 吉 井 稔 福祉・介護

２ 古 川 孝 行 福祉／子育て

３ 杉 田 大 介 司法

４ 泉 洋 治 福祉・介護

５ 大 竹 大 福祉・介護

６ 作 田 滋 医療／福祉

７ 小 林 幸 夫 介護／産業

８ 小 宮 山 日 登 美 保健／医療

９ 赤 堀 久 里 子 福祉／教育

１０ 大 越 将 司 福祉／介護

１１ 飯 野 弥 生 福祉／教育

１２ 三 好 恵 里 子 福祉／介護

１３ 渡 邉 大 貴 司法

１４ 野 原 郭 利 司法

１５ 加 瀬 美 郷 医療／保健

１６ 川 口 邦 男 教育／ＩＴ

１７ 土 井 佑 太 福祉

１８ 秦 裕 美 介護

１９ 桑 田 良 子 リハビリテーション



tｔ

氏 名：吉井 稔（ヨシイ ミノル）

所 属：特定非営利活動法人リンク

連絡先：0475-77-7531／090‐8680-1635

Ｅmail：yoshii@npo-link.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

認知症介護 認知症の理解、虐待、家族支援 他

コミュニケーション 親子の関係性、マナー講習

社会福祉援助技術 相談援助技術・地域づくり

その他 虐待防止、その他

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考（趣味・その他）

勤務先：千葉県山武市津辺１７１－1

ゆるネット人財バンク プロフィール

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

http://yurunet.exblog.jp/

https://npo-link.jp/

経歴：高齢者福祉施設…約10年
地域福祉事業 …約12年

資格：社会福祉士・精神保健福祉士
介護福祉士・介護支援専門員

①認知症介護（認知症の理解 高齢者虐待 家族の支援）
障害の理解、地域づくり、虐待予防、社会人マナー その他

②ラーメン食べ歩き（塩分制限中ですが…）

No. １

https://npo-link.jp/
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氏 名： 古川 孝行（ﾌﾙｶﾜﾀｶﾕｷ）

所 属：NPO法人Zidonet
（特非）全国児童福祉支援ネットワーク

連絡先：090-4420-1350

Ｅmail：integration.welfare@gmail.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

児童虐待・社会的
養護・里親制度

児童虐待・社会的養護・里親制度の
基礎知識と現状と課題

里親の日常 里親登録から委託まで／里親と子ど
もたちの日常／児童相談所との連携
の実際／緊急一時保護の現状

保育園について 保育園における保育の実際 ほか

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：千葉市中央区亀井町12－9

ゆるネット人財バンク プロフィール

ＦＢ・ブログアドレス
https://www.facebook.c
om/takayuki.furukawa/

ホームページＵＲＬ
http://zidonet.org/

経歴：高齢者福祉施設 約10年
子育て支援関係 約10年

資格：保育士・幼稚園教諭・養育里親
介護福祉士・介護支援専門員

■里親日記 ■児童虐待・社会的養護
■言葉の成長・発達（乳幼児）
■保育園における保育の実際 ほか

写真・イラスト

※活動詳細はこちら→

No.２
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氏 名：杉田大介（スギタダイスケ）

所 属：千葉司法書士会
とうがね司法書士事務所

連絡先：0475-53-3200

Ｅmail：togane.ss@road.ocn.ne.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

成年後見制度について 成年後見制度の概要と実務についての話

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考（趣味・その他）

住 所：東金市田間2丁目3番地4

ゆるネット人財バンク プロフィール No.３

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：司法書士業務（H19事務所開業）
千葉司法書士会

理事（R1～）
成年後見センター・リーガルサポート

千葉県支部 幹事（H28～R1）
同 後見制度利用促進委員（R1～）
千葉司法書士会 つくも支部

支部長（H30～R1）
資格：司法書士（H17年合格）

①過去上記同等のテーマで20回ほど講演しています。
②後見制度のことなら何でも聞いてください。 無料で出張相談も可能です。

写真・イラスト
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氏 名： 泉 洋治（イズミヒロハル）

所 属： 社会福祉法人平成桔梗会

連絡先： ０９０ １８０３ ０８０３

Ｅmail： yoji3729@ybb.ne.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

介護保険制度 制度全般 今後の方向性

ケアマネジメント ケアマネジメント方法全般

高齢者施設運営 高齢者施設の運営 人事等

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所： 東金市押堀172-201

ゆるネット人財バンク プロフィール No.４

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：障害児児童施設 ７年
精神障害者施設 ３年
高齢者施設関係 ２３年

資格：主任介護支援専門員 介護福祉士

介護支援専門員法定研修全般 ケース検討会運営研修
認知症市民講座 身体拘束廃止研修
介護保険制度市民講座 主任ケアマネスキルアップ研修
市民成年後見人養成講座 その他

写真・イラスト
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氏 名：大竹 大（オオタケ ダイ）

所 属：社福 南生会／特養南生苑

連絡先：０４７－４５７－８６６０

Ｅmail：ootake@nanseikai.or.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：船橋市古和釜町４３０－１

ゆるネット人財バンク プロフィール No.５

ＦＢ・ブログアドレス
https://
www.facebook.com/nanseikaikouhou
https://
www.facebook.com/nanseikaiplus

ホームページＵＲＬ
https://nanseikai.or.jp/

経歴：障害福祉（入所・通所） 4年

高齢者福祉（特養・包括・デイ・サ高住） 21年

資格：介護福祉士・認知症介護Ｌ・身体拘束指導者・
認知症キャラバンメイト

①高齢者権利擁護・身体拘束廃止研修（基礎・専門）／
新型コロナウイルス対策／認知症サポーター養成講座
②ゴルフ（全集中常中で修行中）

写真・イラスト

テーマ 内容

認知症介護 認知症の理解、虐待、家族支援 他

チームマネジメント 理念の理解、組織強化、ＯＪＴのシステム

地域福祉推進 地域づくり、地縁団体支援

その他 虐待防止、人材採用その他
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氏 名：小林 幸夫（ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ）

所 属：有限会社あいの手介護サービス

連絡先：0479-80-1820／080-9862-7293

Ｅmail：ainote@apricot.ocn.ne.jp

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

障害者のケアマネジメント 概論、目的、基本姿勢、ケアマネジメントプロセス、
意思決定支援、権利擁護、介護保険への移行など

人材育成 福祉職の職業倫理、コミュニケーション技術、
ＧＳＶの手法や運用

障害者への理解 企業等に向けて職場での障害者理解（身・知・精・発達）

地域との繋がり 地域との繋がり（農・商・工・観光）を通じた活動
（こども食堂・就労支援・障害者への理解促進）

ユニバーサルツーリズム 高齢者・障害者・終末期の患者等への旅行ツアー
余暇活動

外出支援 視覚障害者の同行援護・車椅子の方の移動支援等

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ）

住 所：山武郡横芝光町横芝2385-2

ゆるネット人財バンク プロフィール No.６

ＦＢ・ブログアドレス
https://www.facebook.
com/profile.php?id=10
0011225375256

http://www.ainote-taxi.com

経歴：在宅支援（高齢・障害・児童）
同行援護・移動支援・ケアドライバー
介護支援専門員・主任相談支援専門員
サービス管理責任者（就労支援）

資格：介護福祉士・介護支援専門員
旅客自動車運送事業運行管理者

・千葉県相談支援従事者養成研修（初任者研修・現任者研修・主任研修）
・千葉県虐待防止アドバイザー派遣（虐待防止）・山武圏域自立支援協議会
・千葉県知的障害者福祉協会・千葉県精神障害者自立支援事業協会
・介護職員初任者研修・同行援護従業者養成研修（一般・応用）・その他
②備考（

写真・イラスト

ホームページURL
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氏 名： 作田 滋（サクダ シゲル）

所 属：浅井病院

連絡先：０４７５－７６－９８５０

Ｅmail：sakuda@asaihospital.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

認知症 認知症の理解、認知症の医療

アルコール依存症 アルコール依存症の理解、支援

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：東金市家徳３８－１

ゆるネット人財バンク プロフィール No.７

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：医療機関24年
居宅介護支援事業所5年

資格：精神保健福祉士、社会福祉士、
介護支援専門員、認知症ケア専門士

①認知症の理解、認知症疾患医療センターの役割、アルコール依存
症の理解、アルコール依存症と自殺
②おいしいものを食べること、料理、陶芸、映画、読書、旅行など

作
田

滋
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氏 名：大越将司（オオコシマサシ）

所 属：社会福祉法人翡翠会

連絡先：0475-73-8688

Ｅmail：s-midori@galaxy.ocn.ne.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

知的障がいをお持ちのと
の関わり方

障がい者施設実習前のオリエンテーション

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：大網白里市大網5347番地

ゆるネット人財バンク プロフィール No.８

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページ
http://hisuikai.or.jp/

経歴：障がい福祉約20年

資格：社会福祉士・介護支援専門員

①障がい者施設に実習に行く前の保育士課程の学生へのオリエン
テーション
②極真空手

写真・イラスト
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・訪問看護、在宅療養・看取り、訪問看護を中心とした介護報酬・診療報酬に
ついて
・新型コロナウイルスの対応と在宅医療の現場

・発達と老化の理解 他

氏 名：小宮山日登美 （コミヤマヒトミ ）

所 属：訪問看護ステーションひとみ

連絡先：043-291-2277

Ｅmail：kom@kss.biglobe.ne.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

在宅療養（１） 在宅療養に係る資源や制度(医療・介護)について

在宅療養（２） 在宅療養・看取りについて、看護師・医師との付き合
い方について、「在宅医療あるある」、など

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：千葉市中央区生実町2547-1サンライフ2号101

ゆるネット人財バンク プロフィール No.９

ＦＢ・ブログアドレス

https://www.houkanh
itomi.com/

経歴：病院系 11年
訪問看護 17年

資格：看護師、訪問看護認定看護師、
介護支援専門員

写真・イラスト
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氏 名：赤堀久里子（アカホリクリコ）

所 属：徳亭非営利活動法人リンク

連絡先：０４７５−７７−７５３１

Ｅmail：akahori@npo-link.jp

経歴・資格

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

ストレスチェック及びメン
タルヘルス

職場のメンタルヘルス、自殺対策等

障害福祉関連制度 総合支援法他 精神保健福祉関連

ケアマネジメント 高齢・障害分野

地域福祉関連 生活困窮者支援と地域づくり

家庭科指導 調理実習と中学生でもわかる家計

子育て講座 非暴力コミュニケーション

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：山武市津辺１７１ー１（勤務先）

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１０

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：高齢者施設での介護経験やケアマネ経験あり。行
政での精神保健福祉士業務を経て、現在、地域福祉及
び生活困窮者支援に携わる。また、大学等で社会福祉士
及び精神保健福祉士の養成に携わる。
資格：社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士 他

メンタルヘルスサポーター養成講座（精神保健福祉関連制度や社会資
源等） 介護初任者研修（障害福祉関連法）
社会福祉及び精神保健福祉養成に関わる実習演習
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氏 名： 飯野 弥生 （ｲｲﾉ ﾔﾖｲ）

所 属：千葉県スクールソーシャルワーカー

連絡先：

Ｅmail： yuraurakinngyo81@gmail.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

児童福祉 児童虐待・ペアレントトレーニング
家庭訪問型子育て支援

ＤＶ支援 ＤＶの理解

遊び 手作りおもちゃ

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：千葉県印西市

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１１

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：保育園・児童館等…約20年
家庭児童相談室…約10年

資格：保育士・社会福祉士
精神保健福祉士

① 「地域で支える子育て」「怒鳴らない子育て練習講座」
「地域と連携した学校」

② 高校に居場所カフェを！

写真・イラスト

mailto:yuraurakinngyo81@gmail.com
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氏 名：三好恵里子（ミヨシエリコ）

所 属：NPO法人ウィズ

連絡先：0475-44-7899（090-1431-5346）

Ｅmail：miyoshi@with-om.sakura.ne.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

障害福祉 制度・地域移行

組織運営 障害福祉の運営

精神障害 特性・関わり方等

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考（趣味・その他）

住所：長生郡長生村（本郷5380-1）

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１２

ＦＢ・ブログアドレス

http://form2004with.
aikotoba.jp/

経歴：高齢福祉3年障害福祉22年

資格：精神保健福祉士・社会福祉士
介護福祉士・介護支援専門員

①精神障害の特性・精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
地域・事業所作り・触法障害
②旅行・孫と遊ぶこと

写真・イラスト
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氏 名： 渡邉 大貴（ワタナベ ダイキ）

所 属： 白樺法律事務所

連絡先： 047-324-8455

Ｅmail： dk.watanabe@shirakaba-lo.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

債務整理 債務整理の方法や対応について

相続や終活 争族にならないための，相続・遺言や終活

成年後見 後見制度や申立について

虐待防止や対応 虐待防止法，相談時の対応策

相談対応の技法 良い相談対応（法務局の人権相談員向け講演経歴あり）

教職員・学生向け 労働，体罰，選挙，身近な法的トラブル etc.

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所： 市川市市川1-1-2-702

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１３

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴： 弁護士 約５年

資格： 弁護士，国内旅行業務取扱管理
者

① 債務整理をはじめとする，法的トラブルへの対応法
② 趣味： 登山，楽器演奏（ヴァイオリン），旅行など。
もと法テラス千葉法律事務所所属。法テラス時代は年に10回前後
千葉県内各地で法律に関する講演をさせていただきました。
今後も，ぜひ機会をいただければと思います。

写真・イラスト



tｔ

氏 名：野原郭利（ノハラヒロトシ）

所 属：東京パブリック法律事務所

連絡先：03-5979-2900

Ｅmail：noharahirotoshi@gmail.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

外国人の法律問題 在留資格の問題，それに伴う社会保障等

障がいのある方の刑
事事件

障がいのある方の刑事事件での課題や福
祉機関との連携，出所後の法的支援

離婚 離婚の制度や実務の紹介，DV事案での身
の守り方等

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考（趣味・その他）

住 所：東京都豊島区東池袋1-34-5-2F

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１４

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：日本司法支援センター（法テラス）
に約８年間勤務
現在東京の公設事務所に所属

資格：弁護士

①上記の各テーマに関して，法テラス在籍中に講演・研修講師等を複数回
担当しています

②特技は剣道（三段），趣味は音楽鑑賞と読書です（音楽フェスにも毎年
行ってます！）

写真・イラスト

https://t-pblo.jp/



tｔ

氏 名： 加瀬 美郷（カセ ミサト）

所 属：東千葉メディカルセンター

連絡先：０８０－４８８６－１５３０

Ｅmail：kase@tkmedical.jp

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

疾患管理 手術前後・重症化予防・心不全他

（代理）意思決定 推定意思、ACP講習

人工呼吸器管理 苦痛緩和、延命か看取りか、リハビリ

その他 倫理調整、身体拘束他

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：東金市丘山台３－６－２

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１５

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：呼吸器／神経内科・感染症治療部、集
中治療室・救急救命病棟での看護
順天堂大学大学院非常勤講師

資格：看護師、急性重症患者看護専門看護
師、呼吸療法認定士

①身体拘束、継続看護、ICUの看護とは、人工呼吸器トラブルシュー
ティング、早期離床、代理意思決定支援、CHDF管理、他

写真・イラスト

②お酒（酒豪です）、カフェ巡り、パン作りが好きです。



tｔ

氏名：川口邦男（かわぐち くにお）

所 属： 内田洋行（株）委託講師

連絡先：０８０－３５８０－９２００

Ｅmail： ooami0205@gmail.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

情報モラル 小中学生、保護者向け SNS等

これからの教育 子どもたちに必要な教育とは

プログラミング教育 小学校のプログラミング教育

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：大網白里市大網２６２－２

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１６

ＦＢアドレス

https://www.facebook
.com/kunio.kawaguchi

経歴：小中学校教員 約３０年

資格：中高理科教員免許

①「情報モラル教室」幼小中学校児童生徒保護者向け
「VUCA時代を生きる子どもたちに必要な能力」教員、ICT支援員向け
「小学校プログラミング教育」親子、子ども向け
「オンライン教育について」 教員向け
②地域で子どもたちにプログラミングを教えている



tｔ

氏 名：土井 佑太（ドイ ユウタ）

所 属：NPO法人 エス・エス・エス

連絡先：070-6472-9024

Ｅmail：doi@npo-sss.or.jp

経歴・資格

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

ホームレス支援 浦安市・市川市の行政受託事業から見たホーム
レスの実態・特徴など（見学なども）

生活困窮者支援 銚子市の行政受託事業で取り扱うケース事例・
相談状況・特徴など

無料低額宿泊所につい
て

無料低額宿泊所の実情・入居者の傾向・困難
ケース対応・ケース事例など（見学なども）

20代のいま 自身の過去を振り返りつつ、これまで関わってき
た20代の“いま”を代弁

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：千葉市中央区富士見1-13-11-302

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１７

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ
経歴：生活困窮者支援 6年

生活困窮者自立支援相談業務 2年

資格：社会福祉主事任用、伴走型支援士2級

①無料低額宿泊所について（見学会含む）、浦安市ホームレス総合相
談推進事業について、佐倉市就労訓練事業セミナー（企業側が生活
困窮者の採用をするにあたって、支援者側の要望）、生活困窮者自立
相談業務について、市立中学校の職業講和会参加
②千葉県社会福祉士会広報誌「点と線」Ｎo.99 寄稿、各種勉強会・
研修会参加

写真・イラスト

https://www.npo-
sss.or.jp/

https://www.npo-sss.or.jp/


tｔ

氏 名：秦 裕美 （はた ひろみ ）

所 属：株式会社いずみ小規模多機能型
居宅介護なるとう

連絡先：０４７５－５３－５１１１

Ｅmail：suwa@izzmi.com

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

認知症介護 認知症ケア、家族、地域

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：千葉県山武市殿台２７１－１

ゆるネット人財バンク プロフィール No.１８

ＦＢ・ブログアドレス

ホームページＵＲＬ

経歴：介護職２１年

資格：介護福祉士 介護支援専門員

①認知症介護（認知症の理解、BPSD、環境整備、職業倫理、地域との
つながり、リスクマネジメント、地域住民向けの講座など）
②カラオケ、ライブ参戦

秦

裕
美



tｔ

氏 名：桑田 良子（クワタ ナガコ）

所 属：中核地域生活支援センターほっとねっと

連絡先：080-6643-9917

Ｅmail：n-kuwata@harutaka-aozora.org

経歴・資格：

可能な講義テーマと内容

テーマ 内容

精神科医療 疾患・症状・障害・文化・リハビリテーション

障害者の暮らし 医療・福祉サービス・住まい・家族

連携 異業種・チーム作り・内外部連携

その他 障害GH立ち上げと運営・権利擁護・その他

①講師履歴（過去に扱った講義テーマ） ／ ②備考

住 所：松戸市新松戸付近

ゆるネット人財バンク プロフィール No１９

ＦＢ・ブログアドレス
https://www.facebook.c
om/garakuta.nagadiru/

https://twitter.com/nag
adiru0117

経歴：精神科病院6年
地域福祉事業11年
非常勤講師（作業療法士・ヘルパー養成校）

資格：作業療法士
相談支援専門員・サービス管理責任者

①居住支援・精神障害者への支援・障害者の親に伝えたいこと・居場所づ
くり・障害福祉サービス事業の開設にあたって・リハビリテーションとは・・・
etc

②おいしい物を食べたり・見つけたり・作ったり・共感しあう事が好きです。
お酒は大好きですが、ビールが飲めません。

https://www.facebook.com/garakuta.nagadiru/

