
横浜開催！第4期生 １０名募集

詳しくは、ホームページをご覧ください。

http://www.kirameki.or.jp/

みなさんこんにちは渡辺哲弘です。
「認知症を正しく伝えることができる
人材を育成することが不可欠であ
り、正しい啓発活動により誰もが認
知症になっても安心して暮らせる
地域を目指すこと」に寄与する事が
できたら良いなーと思い全国で仲
間を募る事にしました。
私が直伝する講座なので是非とも
参加してくださいね。
みんなで一緒に活動しましょう！

修了者には、認知症セミナー資料（データ）を付与すると共に、きらめき認定トレーナーとして活躍して頂きます。（ただし会員に限る）

助成金申請の方は上記日程よりも前に期限がありま
すのでお早目のお申し込みをご検討ください。

申込みはこちらのQRコードから！
参加したい会場をお選びいただき、
各会場申し込みフォームにてお申し込みください

【１講座申込み】 108,000円(税込)
【２コース同時申込み】 205,200円（税込）
【３講座一括申込み】 259,200円(税込)
※別途年会費15,000円必要

株式会社きらめき介護塾 代表取締役CEO 渡辺哲弘

□専門職向け
【中核症状】や【行動・心理症状】など専門用語を用いて専門職の人に伝える内容です。
□地域向け
難しい専門用語は使わないで、地域の住民さん、職場の新人さんに伝える内容です。
□認知症予防
認知症の予防（進行予防）について地域の住民さんや専門職の方に伝える内容です。

３つの講座から選べます

日程
2016年12月 3・４日 専門職向け
2017年1月14・15日 地域向け
2017年2月11・12日 認知症予防
2017年3月11・12日 修了評価・修了式

認定トレーナー

全国で560名が活躍中！(受講中・シスター含む)

認知症高齢者が急増する世の中において、介護現場の職員や地域住民に対して、認知症の特徴やかかわり方・予防法を正しく伝える
ことができる人材を養成することを目標としています。
日本・ハワイで年間３００回以上の講演依頼を誇る渡辺哲弘が直伝！！あなたも、私たちと一緒に伝えてみませんか？

セミナー担当トレーナー
鎌田拓海
認知症介護指導者養成研修修了

一日も早く、一人でも多く、全国の方々へ伝えたい

【お問い合わせ】
〒802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野2-9-8

KMM南館ハットリアンドアソシエイツ内

TEL:093-541-8656



認知症高齢者が急増する世の中において、介
護現場の職員や地域住民に対して、認知症の
特徴やかかわり方・予防法を正しく伝えることが
できる人材を養成することを目標としています。
日本・ハワイで年間３００回以上の講演依頼を誇
る渡辺哲弘が直伝！！あなたも、私たちと一緒
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みなさんこんにちは渡辺哲弘です。
「認知症を正しく伝えることができ
る人材を育成することが不可欠で
あり、正しい啓発活動により誰も
が認知症になっても安心して暮ら
せる地域を目指すこと」に寄与す
る事ができたら良いなーと思い全
国で仲間を募る事にしました。
私が直伝する講座なので是非と
も参加してくださいね。
みんなで一緒に活動しましょう！

修了者には、認知症セミナー資料（データ）を付与すると共に、きらめき認定トレーナーとして活躍して頂きます。（ただし会員に限る）

認定トレーナー

全国で560名が活躍中！

【集合型・フル・分割】

□専門職向け 2016年12月3・４日
【中核症状】や【行動・心理症状】などの専門用語を
用いて専門職の人に伝える内容です。

□地域向け 2017年1月14・15日
難しい専門用語は使わないで、地域の住民さん、職
場の新人さんに伝える内容です。

□認知症予防 2017年2月11・12日
認知症の予防（進行予防）について地域の住民さん
や専門職の方に伝える内容です。

修了評価・修了式 2017年3月11・12日
※修了評価及び修了式は3講座合同で行います

３つの講座から選べます

助成金申請の方は上記日程よりも前に期限がありま
すのでお早目のお申し込みをご検討ください。

申込みはこちらのQRコードから！
参加したい会場をお選びいただき、
各会場申し込みフォームにてお申し込み
ください

【１講座申込み】
108,000円(税込)
【２コース同時申込み】
205,200円（税込）
【３講座一括申込み】
259,200円(税込)
※別途年会費15,000円必要

渡辺哲弘 株式会社きらめき介護塾 代表取締役CEO

受講中・シスター含む

セミナー担当トレーナー
鎌田拓海
認知症介護指導者
養成研修修了



シスター養成
講座を
開催できます

全国大会
地区会で
つながりが
広がります

講義には何度
でも
無料で参加OK!

協会ホームページへはこちらのQRコードから↑
http://www.kirameki.or.jp/

きらめき認知症トレーナーには
こんなお得な特典が！

伝えた人数だけ年会費がお得に！
（社団）きらめき認知症トレーナー協会は…

「一人でも多くの人に認知症を正しく理解して欲しい」
そんな思いで作られた協会です。
あなたが伝えた人数分だけ年会費がお得になります！
1人につき1ポイント付与。1ポイント＝100円換算

1月1日～12月31日までのポイントによって、次年度の年会費が決定！
あまったポイントはきらめきグッズの購入にあてることが出来ます。

※講演を聴いていただいた方にアンケートを記入していただき、ホームページに講演履歴を登録し、
アンケートを事務局へ郵送することがポイントの条件となります。
（講演履歴の人数でなく、実際のアンケート数がポイントとなります）

何度でも学べます！
全国で開催されているきらめき介護塾主催の認知症ト
レーナー養成講座の受講が何回でも無料！
会場に来場したトレーナーには最新のトレーナー養成
講座の台本すべて（原本）とスライドデータをその場でプ
レゼント！きらめき介護塾代表渡辺から直に最新のポ
イントをお伝えします。

全国に仲間が増えます！
◎毎年おこなわれる「きらめき認知症トレーナー協会
全国大会」に会員価格で参加できます！

活動が副収入に繋がります！
シスター養成講座を開催すると受講生一人につき、
7,200円があなたの収入になります！
（例）3人なら21,600円（7時間の講座）

※シスター養成講座が開催できるのは４starトレーナー
もしくは２star＋トレーナーに限定。

認定トレーナーになると…

・スライドの使用権利
・当協会からの講師依頼
・ホームページでの会員専用サイトの利用
プロフィール掲載

など、様々な特典があります！



講座
内容

時間割 テーマ

会 場

studio馬車道
横浜市中区南仲通4-49 
福久ビル9F

専
門
職
向
け

1日目 1２時～1９時
〇オリエンテーション
自己紹介など
〇模擬講義

「認知症の理解とかかわり」
(専門職向け）
〇ロールプレイ

「認知症の理解とかかわり」
(専門職向け)

2016年12月3日（土）

2日目 9時～1８時 2016年12月4日（日）

地
域
向
け

1日目 1２時～1９時
□オリエンテーション
自己紹介など
□模擬講義

「認知症の理解とかかわり」
(地域住民向け)
□ロールプレイ

「認知症の理解とかかわり」
(地域住民向け)

2017年1月14日（土）

2日目 9時～1８時 2017年1月15日（日）

認
知
症
予
防

1日目 1２時～1９時 △オリエンテーション
自己紹介など
△模擬講義

「認知症の予防」
△ロールプレイ
「認知症の予防」

2017年2月11日（土）

2日目 9時～1８時 2017年2月12日（日）

修
了
評
価
・修
了
式

1日目 1２時～1９時 〇□△修了評価
〇「認知症の理解とかかわり」

(専門職向け)
□「認知症の理解とかかわり」

(地域住民向け)
△「認知症の予防」

2017年3月11日（土）

2日目 9時～1８時 2017年3月12日（日）

※１コースお申し込みの方は、下記日程の受講コース開催日のみ出校ください。
※開催地、日程、テーマ共に予告なく変更になる場合があります。

※初日夜に懇親会があります。（自由参加一律３，０００円）

株 式 会 社 き ら め き 介 護 塾 http://www.kirameki3.com Email ： kaigo@kirameki3.com

お問い合わせ：ＴＥＬ：０９３－５４１－８６５６ＦＡＸ：０９３－５１３－９９９１



きらめき介護塾 きらめき認知症トレーナー養成講座
（集合型・コース分割型）

募集要項

１. 訓練コースの目標
認知症高齢者が急増する世の中において、介護現場の職員や地域住民に対して、認
知症の特徴や関わり方を正しく伝えることができる人材を養成することを目標とする。

２．事業と訓練の関連性
65歳以上の高齢者の15％が認知症と言われ、国も緊急課題として平成25年4月より認
知症施策推進5ヵ年計画（オレンジプラン）を開始、将来的にも認知症の方が増えていく
現状を踏まえ、認知症を正しく伝えることができる人材を育成することが事業の運営に
は不可欠であり、正しい啓発活動により誰もが認知症になっても安心して暮らせる地域
を目指すことで事業の発展に寄与する。

３. 時 間 チラシを確認ください。※宿泊が必要な方は各自にてご準備ください。

４. 開催地 チラシをご確認ください。

５. 受講料＊一括払い 1コースのみ申込み ： １０８，０００円（税込）
２コース同時申込み ： ２０５，２００円（税込）
３コース一括申込み ： ２５９，２００円（税込）

＊分割払い ５回以内でご相談承ります。（ただし１０％割増になります。）

※２講座目受講者の方は、９７，２００（税込）※３講座目の方は８６，４００円（税込）で受講できます。

（一括払いは申込時、分割払いは各回受講前月末日までにお振込みください。）
〈別途、振込み手数料は貴殿負担となります。〉

６. 申込締切 チラシ記載の通り（最終〆切各開催日の前日まで。）

７. 申込方法 申込書に必要事項を記入の上ＦＡＸ後にご入金ください。
※勤務先法人名でのお振込みは、事前に事務局までその旨をご連絡ください。

【受講料振込口座】

みずほ銀行 大津支店 普通 1801476株式会社きらめき介護塾

ゆうちょ銀行 14630-11792141 株式会社きらめき介護塾

※入金確認をもって、正式入校といたします。



８．最少催行人数（１コース） ３名
※最少催行人数に達しない場合、中止する事もあります。

９. 修 了

１０．認 定 ・年会費15,000円／毎年必要（入会初年度は月割りになります）別途ご
案内致します。
・認定証の発行
・スライドの使用権利（会員に限る）
・（社）きらめき認知症トレーナー協会のホームページに顔写真掲載

講座受講中は（受講中と表記されます）

・（株）きらめき介護塾からの講師依頼（絶対要素では無し）

・（株）きらめき介護塾物品の卸価格での購入
・年1回の継続研修（必須）（無料）

・全日程の１００％を終了した方
・修了証の発行

１１. その他 ・欠席は修了条件に欠格となりますので参加者間で調整して頂き別途
日程申し出ください。
・個別講座を受講する（有料）場合は受講料：5000円/1時間、受講日は
ご相談ください。
・受講者の会場までの交通費、駐車場代、食事代、宿泊は各自負担とな
ります。

※受講申し込みを頂いただと同時に（社）きらめき認知症トレーナー協会
への入会申し込みとみなします。よって講座開始月より年会費の月割り
分が発生します。
年会費のご案内は別途送付させていただきます。

株 式 会 社 き ら め き 介 護 塾 http://www.kirameki3.com Email ： kaigo@kirameki3.com

お問い合わせ：ＴＥＬ：０９３－５４１－８６５６ＦＡＸ：０９３－５１３－９９９１


