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第1号議案

平成28年度事業報告および正味財産増減決算書並びに貸借対照表・財産目録・

監査報告に関する件

公益目的事業１　　府民に栄養・食生活に関する知識や技術を啓発、提供すること、および府

　　　　　　　　　内の管理栄養士・栄養士などの資質向上を図ることにより、健康増進、疾

　　　　　　　　　病予防のための食生活改善を行い、公衆衛生の向上に資する事業

Ａ. 管理栄養士・栄養士など栄養・食生活に関係する専門職に対し、資質向上を目指した事業

　1. 生涯教育研修会

　　　4月17日（必須）　　  オリエンテーション　生涯教育制度について　　　　　　（受講者：会員　93名）

　　　　　　  （基本）　　  3-1〜3. 対象者の把握、栄養食事基準、食品構成【講義】 （受講者：会員 103名）

　　　　　　  （基本）　　  3-1〜3. 対象者の把握、栄養食事基準、食品構成【演習】 （受講者：会員　99名）

　　　7月  3日（基本･必須）4-1. 栄養ケアプロセス　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　82名、非会員 1名）

　　　　　　  （基本･必須）4-2. 栄養スクリーニング【講義】　　　　　　　　　　　（受講者：会員　74名、非会員 1名）

　　　　　　　　　　　　　 4-2. 栄養スクリーニング【演習】　　　　　　　　　　　（受講者：会員　72名、非会員 1名）

　　　8月21日（基本･必須）4-4. 栄養診断【講義】　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　84名、非会員 3名）

　　　　　　  （基本･必須）4-5. 栄養診断にもとづいた管理計画【講義】　　　　　　（受講者：会員　83名、非会員 2名）

　　　　　　  （基本･必須）4-4. 栄養診断、4-5. 栄養診断にもとづいた管理計画【演習】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　73名、非会員 1名）

　　　9月11日（実務）　　  R45 静脈栄養剤について　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員 119名、非会員 2名）

　　　　　　  （実務）　　  R23 血液疾患の病態と治療　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員 124名、非会員 2名）

　　　　　　  （実務）　　  G25 栄養素の吸収と代謝　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員 133名、非会員 3名）

　　  10月16日（実務）　　  R23 食物アレルギー　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員　76名）

　　　　　　  （基本･必須）4-3. 栄養アセスメント【講義】　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　60名）

　　　　　　  （基本･必須）4-3. 栄養アセスメント【演習】　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　55名）

　　　1月22日（実務）　　  KS21 アスリートのタンパク質の摂取　　　　　　　　　（受講者：会員　61名）

　　　　　　  （基本･必須）5-1〜3. 災害時のリスクマネジメント【講義】　　　　　  （受講者：会員　70名）

　　　　　　  （基本･必須）5-1〜3. 災害時のリスクマネジメント【演習】　　　　　  （受講者：会員　66名）

　　　2月19日（実務）　　  R23 救急・救命医療　　　　　　　　　　　　　　　　  （受講者：会員　54名）

　　　　　　  （実務）　　  R23 周術期の栄養管理　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　57名、非会員 1名）

　　　　　　  （実務）　　  R412 在宅栄養管理-入院から在宅までの切れ目のない栄養管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　50名）

　2. 職域別研修会

　（1）研究教育部会・行政部会

　　　1）12月  1日（木）合同研修会（研究教育部会、行政部会、保健所及び市町村栄養士等）

　　　　テーマ「成果がみえる栄養・食生活改善施策のために」　　　　　　　　　　 （受講者：  62名）

　　　　講　演「大阪版健康・栄養調査の結果について」

　　　　　　　　　〜調査結果からみえた大阪府民の栄養・食生活の特徴と課題〜

　　　　研究報告「平成28年度健康日本21（第二次）推進のための栄養・食生活の施策の企画・調整に関する研修（前期）」
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　　　2）3月  2日（木）合同研修会（研究教育部会、行政部会、保健所及び市町村栄養士等）

　　　　講演　「データヘルス時代の栄養改善活動」　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：　60名）

　（2）地域活動部会

　　　1）7月  2日（土）平成28年度大阪府地域活動栄養士情報交換会　　　　　　　  （受講者：会員　50名、非会員 1名）

　　　2）8月  6日（土）地域活動部会研修会

　　　　「和食」の歴史と美しいいただき方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　30名）

　　　3）1月21日（土）地域活動部会研修会

　　　　講演と調理実習　「既製品を利用した簡単なおかず　〜在宅向け〜」　　　　（受講者：会員　22名）

　3. スキルアップ研修会

　　　10月29日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　31名）

　　　　講演「栄養士会と栄養士の役割」

　　　　講演「接遇とマナー」

　　　　講演「栄養指導の話術」　

　　　　フリートーク「日頃抱える悩みや疑問などフリートークで解決」

　4. 第5回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会　　　　　　　　　  （受講者：会員　26名、非会員 1名）

　　  ・11月  6日（日）「JDA-DAT（日本栄養士会災害支援栄養チーム）の意義と役割」

　　　　　　　　　　　「災害の理解（災害とは）〈最新の非常食紹介と試食〉」

　　　　　　　　　　　「熊本地震災害支援活動〈体験報告〉」                                                     

　　　　　　　　　　　「グループワーク（災害支援体制・受け入れ体制を構築するためには）」

　　  ・12月  4日（日）「栄養アセスメント」

　　　　　　　　　　　「コミュニケーションスキル」　避難所運営ゲームHUG

　　  ・消防署にて受講 「応急処置・救急（普通救命講習Ⅰ）－AEDの使用方法を含む心肺蘇生方法－」

　　  ・  1月22日（日）「災害時におけるリスクマネジメント　〜臨機応変な対応能力について」

　5. 特定給食講演会　（共催：大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、

　　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪府立大学21世紀科学研究機構「公衆栄養実践研究センター」）

　（1）12月  7日（水）　講演会Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：453名　うち栄養士･管理栄養士　330名）

　　　　講演①「精神栄養学　〜うつにならないための食生活〜」　

　　　　講演②「大阪府民の健康を給食の力で　〜平成27年度大阪版健康・栄養調査結果から〜」

　（2）12月16日（金）　講演会Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：748名　うち栄養士･管理栄養士　737名）

　　　　講演①「３つのキーワードで考える摂食・嚥下リハビリテーション」

　　　　事例発表「“やわらか食”へのチャレンジ　－特別養護老人ホームでの取組み－」

　　　　講演②「大阪府民の健康を給食の力で　〜平成27年度大阪版健康・栄養調査結果から〜」

　6. 在宅療養における栄養ケア事業研修会　（主催：本会、大阪府）(協力：大阪市、堺市)

　　　　1月25日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：179名）

　　　　講演「在宅栄養ケアを推進するための多職種連携」 

　　　　報告「在宅栄養ケアを推進する取組み　〜モデル事業の実施状況〜」

　　　　意見交換



–　 –5

　　　2）3月  2日（木）合同研修会（研究教育部会、行政部会、保健所及び市町村栄養士等）

　　　　講演　「データヘルス時代の栄養改善活動」　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：　60名）

　（2）地域活動部会

　　　1）7月  2日（土）平成28年度大阪府地域活動栄養士情報交換会　　　　　　　  （受講者：会員　50名、非会員 1名）

　　　2）8月  6日（土）地域活動部会研修会

　　　　「和食」の歴史と美しいいただき方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　30名）

　　　3）1月21日（土）地域活動部会研修会

　　　　講演と調理実習　「既製品を利用した簡単なおかず　〜在宅向け〜」　　　　（受講者：会員　22名）

　3. スキルアップ研修会

　　　10月29日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員　31名）

　　　　講演「栄養士会と栄養士の役割」

　　　　講演「接遇とマナー」

　　　　講演「栄養指導の話術」　

　　　　フリートーク「日頃抱える悩みや疑問などフリートークで解決」

　4. 第5回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会　　　　　　　　　  （受講者：会員　26名、非会員 1名）

　　  ・11月  6日（日）「JDA-DAT（日本栄養士会災害支援栄養チーム）の意義と役割」

　　　　　　　　　　　「災害の理解（災害とは）〈最新の非常食紹介と試食〉」

　　　　　　　　　　　「熊本地震災害支援活動〈体験報告〉」                                                     

　　　　　　　　　　　「グループワーク（災害支援体制・受け入れ体制を構築するためには）」

　　  ・12月  4日（日）「栄養アセスメント」

　　　　　　　　　　　「コミュニケーションスキル」　避難所運営ゲームHUG

　　  ・消防署にて受講 「応急処置・救急（普通救命講習Ⅰ）－AEDの使用方法を含む心肺蘇生方法－」

　　  ・  1月22日（日）「災害時におけるリスクマネジメント　〜臨機応変な対応能力について」

　5. 特定給食講演会　（共催：大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、

　　　　　　　　　　　　　　　　　  大阪府立大学21世紀科学研究機構「公衆栄養実践研究センター」）

　（1）12月  7日（水）　講演会Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：453名　うち栄養士･管理栄養士　330名）

　　　　講演①「精神栄養学　〜うつにならないための食生活〜」　

　　　　講演②「大阪府民の健康を給食の力で　〜平成27年度大阪版健康・栄養調査結果から〜」

　（2）12月16日（金）　講演会Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　 （受講者：748名　うち栄養士･管理栄養士　737名）

　　　　講演①「３つのキーワードで考える摂食・嚥下リハビリテーション」

　　　　事例発表「“やわらか食”へのチャレンジ　－特別養護老人ホームでの取組み－」

　　　　講演②「大阪府民の健康を給食の力で　〜平成27年度大阪版健康・栄養調査結果から〜」

　6. 在宅療養における栄養ケア事業研修会　（主催：本会、大阪府）(協力：大阪市、堺市)

　　　　1月25日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：179名）

　　　　講演「在宅栄養ケアを推進するための多職種連携」 

　　　　報告「在宅栄養ケアを推進する取組み　〜モデル事業の実施状況〜」

　　　　意見交換
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Ｂ．府民の健康増進と疾病予防を図るため、府民および栄養・食生活改善に関係する専門職の

　　資質向上を目指した受託事業

　1. 平成28年度「健やか親子２１」事業　　「児童福祉施設におけるクッキング講座」

　　　　（主催：本会、（公社）日本栄養士会福祉職域事業部、(公財）児童育成協会児童給食事業部）

　　　10月30日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　（受講者：午前  28名、午後  29名）

　　　　午前：調理実習「スキムミルクへの理解を深める 　〜スキムミルクを素材とした料理〜」

　　　　午後：講　演　「乳幼児期における咀しゃくの重要性」

　　　　　　　実践事例報告「咀しゃく力をつける取組み　〜稲荷保育園の実践〜」　　

　　　　　　　グループワーク

　2. 府民の食生活改善セミナー　平成28年度「食物油講演会」

　　　　（主催：本会、（公社）日本栄養士会）（後援：（一社）日本食物油協会）

　　　12月17日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員 132名、非会員 30名）

　　　　講義　「食物油に関する基本情報について」

　　　　講演Ⅰ「最近のビタミン学の進歩」

　　　　講演Ⅱ「油脂栄養論　－油脂と健康を巡る現状－」

　3. 健康づくり提唱のつどい（協賛：ヤクルトグループ）

　　　10月22日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受講者：会員  97名、非会員 15名）

　　　　講演Ⅰ「歯周病の予防」

　　　　講演Ⅱ「糖尿病と感染症」

　4. 在宅療養における栄養ケア事業

　（1）「第2回在宅栄養ケアスタッフ研修会」　　　　　　（修了者： 159名　（うち管理栄養士 127名））

開催日時 会　場 受講人数 合　計

基礎研修 
第１回

10月 1日（土）午前
大阪府社会福祉会館

74 名

208名
10月 1日（土）午後  61 名

10月 2日（日）午前
堺産業振興センター

47 名

10月 2日（日）午後 26 名

基礎研修
第２回

11月12日（土）午前
大阪府社会福祉会館

81 名

204名
11月12日（土）午後 52 名

11月13日（日）午前 堺市立西文化会館
（ウエスティ堺）

41 名

11月13日（日）午後 30 名

実践研修

12月11日（日） 希来里 くすのきプラザ 34 名

220名

 1月14日（土） サンスクエア堺 28 名

 1月29日（日） 大手前栄養製菓学院専門学校 50 名

 2月 4日（土） 大阪青山大学 24 名

 2月12日（日） 大手前栄養製菓学院専門学校 43 名

 2月26日（日） 大手前栄養製菓学院専門学校 41 名
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　（2）栄養ケアサービスモデル事業

　　　「『元気 はつらつ生活』をめざして!!　〜サルコペニア(筋肉減少症)を予防する食事〜」

　　　　について栄養・食事指導（栄養支援）

　　　　ア．南ブロック（堺市南区槙塚台）　

　　　　　1月24日（火） パンフレットによる栄養指導　　　　対象者： 23名

　　　　　1月25日（水） 食育SATシステムによる栄養指導　　対象者： 25名

　　　　イ．北ブロック（大阪市淀川区新北野）

　　　　　2月 2日（木） パンフレットによる栄養指導　　　　 対象者： 34名

　　　　　2月 5日（日） 食育SATシステムによる栄養指導　　 対象者： 28名

　（3）市町村における栄養ケア支援　　モデル事業

　　　　実施件数：大阪府内 12件

　　　　実 施 日： 11〜 3月中に各2回訪問

　5. 2016『ウエルネスセミナー』（主催：本会、大塚製薬（株）大阪支店）

　（1） 6月16日（木）講演テーマ『食事があなたの未来を変える（働き世代編）』

　　　　　　　　　　　　　　　（佐竹食品(株)　　受講者：  60名）

　（2） 7月 6日（水）講演テーマ『食事があなたの未来を変える（働き世代編）』

　　　　　　　　　　　　　　　（近畿車輛(株)　　受講者： 100名）

　（3） 7月20日（水）講演テーマ『日常生活における水分補給』

　　　　　　　　　　　　　　　（関大北陽中学校・高等学校　　受講者： 310名）

　（4） 9月16日（金） 講演テーマ『食事があなたの未来を変える（働き世代編）』

　　　　　　　　　　　　　　　（（一社）北大阪労働基準協会　　受講者：  72名）

Ｃ．府民に対する栄養・食生活に関する正しい知識の啓発、指導および情報の普及に関する事業

　1. 第12回 府民健康フォーラム　―私たちの暮らしと薬・検査・栄養―

（共催：本会・大阪府薬剤師会・大阪府臨床検査技師会）

　　　11月23日（水・祝）　　　　　　　　（受講者： 349名　　本会　103名・薬剤師会　176名・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床検査技師会　33名・ 府民　37名）

　　　　テ ー マ　地域で見守るアレルギー疾患について　　 　

　　　　基調講演「子どものアレルギー　最新の考え方と治療」

　　　　講 演  Ⅰ「アトピー性皮膚炎と血液検査」

　　　　講 演  Ⅱ「治療効果を高める薬の適切な使用方法」

　　　　講 演  Ⅲ「食物アレルギーの子どもの食事療法で大切なこと」

　2. ヘルシー外食フォーラム2016（主催：本会、大阪ヘルシー外食推進協議会、

（一社）大阪外食産業協会、大阪府飲食旅館生活衛生組合連合会、（公社）大阪食品衛生協会、大阪レストラント協会）

　　　11月 9日（水）　　　　　　　　　　（参加者 141名）

　　　　第１部　表彰式「おすすめ！わが店のヘルシーメニュー 2016」人気コンテスト

　　　　第２部　講　演「乾物を見直す－おいしく戻しておいしく食べる－」

　　　　　　　　実　演「乾物を使った料理」

　　　　第３部　情報提供「大阪ガス　あかり・ぬくもり新CMおよび大阪ガス電気」のご紹介

　　　　　　　　　　　　「’17食博覧会 大阪」のご紹介
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　3. “ちゃんと食べよか〜”推進プロジェクト　食育ヤングリーダーフォーラム

　　　　　　　（主催：農林水産省近畿農政局、大阪府、相愛大学、本会）

　　　3月27日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者： 219名）

　　　第１部　食育ヤングリーダー育成支援事業参加校の活動発表会 「私たちがヤングリーダーです！」

　　　第２部　講演 「第３次食育推進基本計画と農林水産省の食育の取組について」

　　　第３部　「食育ヤングリーダー育成支援事業」表彰式

　4. 健康おおさか２１推進事業　「平成２８年度子ども料理教室」

　　　テーマ　「野菜バリバリ　朝食モリモリ」

　（1）開催日： 8月 1日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （参加者：小学生 23名）

　　　  協　力：大阪市在住地域活動栄養士の会　大地の会　

　　　  会　場：鶴見区民センター

　　　  内　容：「主食・主菜・副菜をそろえて食べよう！ 

　　　　　　　　  おうちで作ろう！かんたん手作りソーセージ＆夏野菜のラタトゥイユ」

　（2）開催日：10月22（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者：小学生 15名）

　　　  協　力：とんだばやし地域活動栄養士会 

　　　  会　場：かなんぴあ

　　　  内　容：「なんでも食べよう！元気っ子」

　（3）開催日：11月12日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 14名）

　　　  協　力：岸和田フリー活動栄養士会

　　　  会　場：岸和田市立浪切ホール

　　　  内　容：「食べましょう　きしわだもん」

　（4）開催日：11月12日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：小学生 20名）

　　　  協　力：守口・門真地域活動栄養士「カリフラワーの会」　  

　　　  会　場：門真市立文化会館

　　　  内　容：「みんなで作ろう！手作りかんたんツナと秋野菜を楽しもう」

　5. 食と防災シンポジウム2016　備えてまっか〜！まさかの時の食―Ⅴ

　　　　　　　（主催：大阪府、農林水産省近畿農政局大阪地域センター、相愛大学、大阪青山大学、本会）

　　　9月 2日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （参加者： 385名）

　　　　講　演：「最近の災害時における避難所等の食環境について」

　　　　　　　　　〜東日本大震災、関東・東北豪雨災害、熊本地震等での活動経験から〜

　　　　パネルディスカッション： テーマ「食の視点で今、もう一度考えよう！自助・共助・公助」

　6. ホームページの運営　　　　（年６回更新）
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公益目的事業２　　府民に対し栄養・食生活について直接、個別に相談・指導することで食生

　　　　　　　　　活に対して正しい知識を啓発し、府民の健康の維持増進など公衆衛生に資

　　　　　　　　　する事業

　1. 栄養ケア･ステーション

　（1）国の施策を受けた糖尿病･介護予防の推進を目途とした栄養・食事相談　　　　（相談  46件）

　　　  毎週 火・木曜日

　（2）まちの栄養ケア・ステーション事業

　　　  東淀川区における栄養食生活相談　　12〜3月まで7回開催

　2. 「おおさか食育フェスタ ＆ 野菜バリバリ･朝食モリモリ元気っ子推進キャンペーン」

　　　 8月18日（木）、19日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者  340名）

　　　　会　場：イオン野田阪神店

　　　　内　容：食育SATシステムによる食事判断・食育タペストリー展示 

公益目的事業３　　栄養・食生活に対する知見などを発表する学術研究発表会を実施すること

　　　　　　　　　により、管理栄養士・栄養士および栄養・食生活に関係する専門職種の資

　　　　　　　　　質の向上と最新の情報の共有化を図り公衆衛生の向上に資する事業

　1. 第21回大阪府栄養士会研究発表会

　　　 3月 4日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出席者：会員 82名、非会員  5名）

　　　　教育講演「小児のてんかんとてんかん食について 」

　　　　研究発表（9題）

　　　　・「大学男子ハンドボール選手を対象とした栄養サポート活動について」

　　　　・「料理の食べる順番と食後血糖値の違いについての検討（第2報）」

　　　　・「学校教育における効果的な食育の取り組み」

　　　　・「精神科外来患者への栄養教育に「食事バランスガイド」を利用した教育効果について」

　　　　・「危機管理体制の構築を図るための取り組み　第2報

　　　　　　　〜食事形態の共有に向けて〜　泉佐野保健所管内給食研究会からの報告」

　　　　・「個別栄養指導の件数増への取り組み」

　　　　・「義歯調整がもたらす歯と食事と体の変化」

　　　　・「楽しく食べる　〜食物アレルギー対応者のQOLの向上のために〜」

　　　　・「当院におけるがん患者への食支援　〜サポート食〜」
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収益事業１　　　　　手数料等に関する事業

　　1. 機関誌「栄養大阪」へのチラシ封入　　　　　　　　　１２件

　　2. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）　　　３０回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堺）　　　　　　４回

　　3. 図書販売「病院及び介護福祉施設における栄養管理指針ガイドブック2013」　１９冊

　　4. 日本栄養士会会費徴収事務手数料　　　　　　  ２,９６３名分

その他の事業１　　　会員向け情報提供に関する事業

　　1. 機関誌「栄養大阪」の発行（隔月発行）　　 　  年６回　２７１号〜２７６号

　　2. 健康づくりの関連資料提供

その他の事業２　　　会員向け支援に関する事業

　　1. サークル活動支援

　　　①透析食研究会

　　　②スポーツ栄養研究会

　　2. 管理栄養士・栄養士業務相談 

その他の事業３　　　会員表彰に関する事業

　　1. 太田いそ賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

　　2. 太田いそ特別賞　　　　　　　　　　　　　　　　５名

　　3. 仲谷鈴代記念賞　　　　　　　　　　　　　　　　２グループ

　　4. 日本栄養士会会長表彰（50年会員）　　　　　　   ６名

　　5. 日本栄養士会会長表彰（25年会員）　　　　　　２１名

　　6. 厚生労働大臣表彰　　　　　　　　　　　　　　　２名

　　7. 大阪府知事表彰　　　　　　　　　　　　　　　１０名 

◎ 会の運営に関する活動

　　1. 公益社団法人大阪府栄養士会　第3回定時総会

　　　5月28日（土）　　　　　　　（参加者： 2,175名　　本人出席 283名、委任状 1,292名、書面表決 600名）

　　　特別講演「糖尿病治療に関する最近の話題」

　　2. 定例理事会     　　　　　     １１回 

　　3. 総務部担当理事会　　　　　　　　　　 　 　　　２回

　　4. 事業部担当理事会  　　　　　 　 　　　　　　　２回

　　5. 社会活動部担当理事会　　　　   　　　　　　     １回

　　6. 広報部担当編集委員会     　　　　　　    ６回

　　7. 集団健康管理部会強化委員会　　　　　　　　　　　　１回

　　8. 地域活動部会強化委員会 　　　　　 　　　　　　　４回

　　9. 病院部会強化委員会　　　　　　　　　　　　　　　　１回

　 10. 諮問会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回

　 11. 近畿会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回

　 12. 生涯教育担当者会議　　　　　　　　　　　　　　　　１回
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◎ 会の組織強化活動

　　府内栄養士養成施設16校卒業生に対する入会案内並びに栄養士会研修活動等説明書配布

◎ 後援

　（平成28年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催日）

　「日本WHO協会フォーラム「糖尿病の常識・非常識」 〈(公社)日本WHO協会〉　　　　　　　　 6/21

　「第5回 日本ノルディック・ウォーク学会学術大会」　〈日本ノルディック・ウォーク学会〉　    9/17

　「若さの栄養学　春の講演会」　　〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　　　　　　　　 5/27

　「第8回食育情報交換会（おたべの会）「台所で成長する子どもたち」　　　　　　　　　　　     7/28

　　　〈おむすびの会・関西“弁当の日”応援団、オフィス弁当の日、子育ち食育実行委員会〉

　「ワールド・ハート・デー2016」　〈NPO法人アジア太平洋心臓学会〉　　　　　　　　　　　  9/25

　「第38回日本臨床栄養学会総会・第37回日本臨床栄養協会総会・第14回大連合大会」　　　　  10/ 7〜 9

　　　　　　　　　　　　　　　　　〈日本臨床栄養学会・日本臨床栄養協会〉

　「第12回日本給食経営管理学会学術総会」　　　　　　〈日本給食経営管理学会〉　　　　  　 11/26、27

　「がん予防キャンペーン大阪2016」 〈「がん予防キャンペーン大阪」実行委員会〉　　　　　 10/ 1

　「ここまでできる在宅療養＠大阪」　〈(一社)日本地域統合人材育成機構〉　　　　 　　　　 　  9/30

　「野菜バリバリ朝食モリモリ！食育推進キャンペーン」 〈相愛大学〉　　　　　　　　　　　　  2/ 4

　「味の素KKセミナー」　　        〈味の素(株)大阪支社〉  　　　 　 　　　　　　　　　　　　  3/11

　「若さの栄養学　秋の講演会」　　 〈(一財)若さの栄養学協会〉　　　　　　　　 　　  　　　 11/29

　「未来の子どもたちのために地域がつながる 食と防災シンポジウム」　〈大阪成蹊短期大学〉　  1/26

　「看護未来展2017」　　          〈看護未来展実行委員会〉 　　　　　　　　　　　　　　  H29. 4/20〜22　 

　「第18回日本クリニカルパス学会学術集会」 〈第18回日本クリニカルパス学会学術集会〉   H29.12/ 1〜 2

　「第46回日本臨床栄養協会 近畿地方会」　〈日本臨床栄養協会近畿地方会〉　　　　　　　H29. 1/28

　「臨床栄養実践協会第4回記念セミナー」  　〈日本臨床栄養協会近畿地方会〉　　　　　    H29. 4/15

　「平成29年大阪糖尿病協会顧問栄養士会研修会」　〈大阪糖尿病協会顧問栄養士会〉　　　 　 　 3/18

　「一般社団法人 臨床栄養実践協会主催・味の素株式会社共催セミナーin大阪」   　　　　　 H29. 4/16

　　　　　　　　　　　　　　　　〈(一社)臨床栄養実践協会、味の素(株)〉

◎ 協力

　「野菜バリバリ朝食モリモリ」ポスターコンクール2016（健康おおさか２１推進府民会議）

　平成28年度食育ヤングリーダー育成支援事業（大阪府）

　「野菜バリバリ朝食モリモリ元気っ子」推進キャンペーン2016（健康おおさか２１推進府民会議）

◎ 行政機関・団体との連携

　　健康おおさか２１推進府民会議委員及び幹事会委員

　　健康おおさか２１推進会議（予防対策検討部会）委員

　　大阪府食育推進ネットワーク会議委員

　　大阪府食育推進計画評価審議会委員

　　若年期の肥満予防対策事業評価部会委員

　　第3次大阪府食育推進計画検討部会委員

　　大阪府地域職域連携推進協議会（NCD対策検討部会）委員

　　大阪府生涯歯科保健推進審議会委員
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　　大阪府歯科口腔保健計画部会委員

　　野菜バリバリ・朝食モリモリポスターコンクール審査委員

　　食育ヤングリーダー育成支援事業審査委員

　　おおさか食育フェスタ実行委員

　　大阪ヘルシー外食推進協議会副会長

　　第2次大阪市食育推進連絡調整会議委員

　　すこやか大阪２１推進会議委員

　　大阪市すこやかパートナー

　　大阪府地域医療推進協議会委員

　　堺市地域包括ケアシステム推進会議委員

　　南河内在宅医療懇話会委員

　　地域包括ケア推進・多職種連携会議 （地域包括支援センタ－春光園（東大阪市））

　　堺市高齢者支援ネットワーク会議委員

　　大阪府保険者協議会オブザーバー

　　大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部会オブザーバー　

　　「‘17食博覧会・大阪」食博覧会実行委員会理事

　　糖尿病と歯周病に関わる医科歯科連携推進のための普及啓発媒体作成検討委員

　　（公社）大阪介護福祉士会理事　 

　　健康科学ビジネス推進機構　

　　『スマートエイジング・シティ』地方創生戦略事業コンソーシアムメンバー　

　　全国水産加工たべもの展品評会審査委員

◎ 会員活動報告

　　1. 堺ヤクルト販売（株）「食生活・栄養相談会」

　　　・  7月13日（水）　　コ･ス･パ鳳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　147名）

　　　・10月12日（水）　　コ･ス･パ深井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　182名）

　　2. 社会人職業講話

　　　・10月20日（木）　　大阪府立摂津高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　 60名）

　　3. 茨田西地域活動協議会防災訓練

　　　・11月20日（日）　　大阪市立茨田西小学校

　　4. 大阪市プレパパ、ママの育児セミナー　　　　　　　　　　（12回　参加者： 1,073組 ( 2,136名) )

　　5. 大学生対象栄養相談・指導（大学生協「食生活相談会」）

　　　・  6月28日（火）　　大阪経済大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （栄養相談　10件）


