
  場　所

会   議 2022年公益社団法人徳島県栄養士会定時総会 2022年 6月 11日 徳島市

理事（監事）会     7回/年           2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

  2022年　　　     第１回 2022年 ４月 25日 徳島市

第２回 2022年 6月 日 徳島市

第３回 2022年 8月 日 徳島市

第４回 2022年 10月 日 徳島市

第５回 2022年 12月 日 徳島市

第６回 2023年    2月 日 徳島市

第７回 2023年 3月 日 徳島市

（2023年　第１回） 2023年 4月 日 徳島市

災害対策検討委員会　10回/年 2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

栄養ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ推進委員会　6回/年 2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

生涯教育推進チーム会    4回/年   2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

　（関連会議）

2022年公益社団法人日本栄養士会定時総会 2022年 6月 27日 東京都

諮問会議                 2022年 5月 2023年2月 東京都

中国・四国地区行政担当者・栄養士会長合同会議 2022年 8月 日 松山市

2022年度全国栄養士大会 2022年 7月 日 東京都

生涯教育担当者会議 2022年 月 日 未定

★公益１

公益1　　　　生涯教育　（生涯教育研修会）

1） 根拠に基づいた栄養管理　8訂の食品成分表・応用 2022年 6月 26日 徳島市

2） 地域連携：家庭における食生管理支援　リハビリと栄養：高齢期の栄養状態の特徴と栄養マネジメント 2022年 7月 31日 徳島市

3） 低栄養におけるスクリーニング　アセスメント 2022年 11月 13日 徳島市

4） 栄養診断　栄養診断に基づいた管理計画　栄養介入 2022年 12月 11日 徳島市

5） 計画中　夜間 2023年 1月 日 徳島市

公益1 徳島県栄養改善指導支援事業（地域活動実践栄養士研修会）　 2023年 月 　　日 徳島市

公益1 職域別栄養士協議会事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

＜医療栄養士協議会＞

　全体会および研修会 2022年 6月 11日 徳島市

　2022年度医療施設における栄養実態・活動調査 2022年 10月 ～11月 徳島県下

　すだち研修会 2022年 月 日 未定

　学術研修会 2023年 2月 日 未定

　研修会参加事業（リーダー研修会）① 2022年 6月 日 未定

　研修会参加事業（リーダー研修会）② 2023年 2月 日 未定

　2022年度学会参加事業 2023年 3月 日 未定

＜学校健康教育栄養士協議会　勤労者支援栄養士協議会＞

　協議会合同研修会 2022年 月 日 未定

＜研究教育栄養士協議会＞

　研修会① 2022年 6月 日 徳島市

　研修会② 2022年 10月 日 徳島市

＜公衆衛生栄養士協議会＞

　公衆衛生セミナー① 2022年 7月 日 徳島市

　公衆衛生セミナー② 2023年 2月 日 徳島市

＜地域活動栄養士協議会＞

　対象者事例別の献立作成研修会　6回/年 2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

　栄養ワンダー202２ 2022年 7月 日 徳島市

＜福祉栄養士協議会＞

　研修会① 2022年 　月 日 未定

　研修会② 2022年 　月 日 未定

公益1 管理栄養士等地域ケア会議対応力向上研修事業 2022年 月 日 未定

公益1 研修会（協賛：四国電力） 2022年 　月 日 未定

公益1 災害研修会 2022年 10月 日 徳島市

★公益２

公益2 無料職業紹介運営事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 県民健康栄養調査 2022年 　8月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 栄養成分表示等の活用に向けた消費者教育推進事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 低栄養予防実践講座事業 2022年 月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 徳島県市町村職員共済組合生活習慣病予防対策事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 徳島県地方職員共済組合健康管理推進事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 鳴門市介護予防・生活支援サービス事業（くらしいきいき栄養サポート） 2022年 4月 ～2023年3月 鳴門市

公益2 四国電力㈱徳島支店栄養指導事業 2022年 月 　～　　月 徳島県下

公益2 とくしまエシカル農産物を用いた食育推進事業 2022年 9月 ～11月 徳島県下

公益2 石井町国民健康保険特定保健指導事業 2022年 4月 ～2023年3月  石井町

公益2 石井町母子保健事業 2022年 4月 ～2023年3月 石井町

公益2 石井町長寿・健康増進事業（健康教育事業） 2022年 4月 ～2023年3月 石井町

公益2 石井町低栄養防止・重症化予防のための個別支援事業 2022年 4月 ～2023年3月 石井町

公益2 美馬市国民健康保険特定健診に伴う保健指導事業 2022年 4月 ～2023年3月 美馬市

公益2 美馬市母子保健事業 2022年 4月 ～2023年3月 美馬市

公益2 神山町長寿・健康推進事業「栄養士による健康教育事業」 2022年 4月 ～2023年3月 神山町

公益2 保健指導事業（（一社）エヒメ健診協会） 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

公益2 健康づくり推奨店普及拡大事業 2022年 4月 ～2023年3月 徳島県下

★公益３

公益3 徳島県栄養士会だより発行 2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

公益3 栄養士会ＨＰの運営 2022年 4月 ～2023年3月 徳島市

公益3 はぐくみ徳島　おぎゃっと21参加 2022年 5月 3～4日 徳島市

公益3 ファミリークッキング開催 2022年 8月 日 徳島市

公益3 栄養の日・栄養週間　イベント 2022年 8月 4日 徳島県下

公益3 糖尿病フォーラム参画 2022年 11月 日 徳島市

★　日程は都合により変更することがあります。開催案内文書・ＨＰ等でご確認ください。
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