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令和４年（2022年）５月 13日  

 

施 設 長 様     

 

                         （公社）長野県栄養士会長 廣田直子 

（公印省略） 

 

令和４年度災害時緊急対応研修会（JDA-DATスタッフ養成研修）の開催について（依頼） 

 

日頃より、本会に種々ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

この度本会では、標記研修会を「自助から共助へ ～命を守り、生活を支え、絆を育む管理栄養士・

栄養士～ 」をテーマとし、大規模な地震、台風等の自然災害が発生した地域において、医療・福祉・

行政栄養部門等と協力して緊急栄養補給等に関する支援を行うために必要な知識を習得することを

目的として下記のとおり開催します。 

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、本会会員である貴下、管理栄養士・栄養士

の出席について、格別のご高配を賜りたくお願い申し上げます。 

また、本研修会は２日間の受講で、スタッフ登録が可能となるカリキュラムで組まれていますが、

過去に Part1又は Part2を受講済みの方は、受講していない部分のみの受講で登録可能です。 

記 

１ 受講資格  長野県栄養士会会員 

 

２ 研修会日程   

(1) Part１ 令和４年７月２日（土） Web形式及び長野県栄養士会会議室 

時刻 内  容 講師等 

9:30～ 9:40 開会、ガイダンス 会長、花岡 JDA-DAT長野 担当理事 

9:40～10:10 災害への理解 動画（須藤紀子氏） 

10:20～11:50 JDA-DAT の意義と役割及び災害支援活動の実際 山梨県栄養士会副会長（JDA-DATリ

ーダー） 深澤幸子氏 

11:50～12:50 昼食休憩  

12:50～14:20 被災地における支援活動 動画（島田郁子氏） 

14:30～16:00 栄養アセスメントと指導・相談 動画（笠岡（坪山）宣代氏） 

(2) Part２ 令和４年７月 16日（土） 松本市松南地区公民館（なんなんひろば）３階大会議室 

時刻 内  容 講師等 

9:30～11:30 クロスロードゲーム 松本市危機管理課担当者 

11:40～13:00 災害時の食事（パッククッキング）（昼食休憩含む） JDA-DATリーダー 

13:10～14:40 被災者に寄り添うコミュニケーションスキル 臨床心理士 山本京子氏 

14:50～15:20 臨機応変の対応能力 JDA-DATリーダー 

15:20～16:00 グループワーク JDA-DATリーダー 

 

３ 受講料 １日 2，000円 

 

４ 定員、申込〆切、申込方法、受講料の納入等詳細は、会員通知をご覧ください。 

なお、〆切を過ぎた場合は、受付できません。また、長野県栄養士会会議室での受講については、

先着順とします。会場受講について、定員に達し、お断りする場合は電話にて連絡させていただき

ます。 

 

 

 

 

 

（公社）長野県栄養士会 

 TEL:026-235-2308  FAX:026-235-0632  

 E-mail:  eiyou-na@beach.ocn.ne.jp 
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会 員 各 位     

 

 

                         （公社）長野県栄養士会長 廣田直子 

（公印省略） 

 

令和４年度 災害時緊急対応研修会（JDA-DATスタッフ養成研修）の開催について（通知） 

 

標記研修会を下記により開催しますので、参加をお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染予防対策のため、Part１は Zooｍでの Web 形式を中心として、長

野県栄養士会会議室での受講（人数制限）も併用しながら実施します。Part２は体験研修を中心とし

集合型で行います。 

また、新型コロナウイルス感染状況により、開催について変更がある場合は、当会ホームページで

お知らせしますのでご確認願います。 

記 

１ 趣旨  

「自助から共助へ ～命を守り、生活を支え、絆を育む管理栄養士・栄養士～ 」をテーマとし、

大規模な地震、台風等の自然災害が発生した地域において、医療・福祉・行政栄養部門等と協力し

て緊急栄養補給等に関する支援を行うために必要な知識を習得することを目的とし、研修会を開催

します。 

本研修会は２日間でスタッフ登録が可能となるカリキュラムで組まれており、過去に Part1又は

Part2 を受講済みの方は、受講していない Part のみ受講してください。また、本研修は日本栄養

士会災害支援チーム(JDA-DAT)スタッフ養成研修として位置づけています。 

 

２ 主催    公益社団法人 長野県栄養士会 

 

３ 受講資格  長野県栄養士会会員 

 

４ 研修会日程 別紙１のとおり 

 

５ 定員、申込〆切、受講料等 下表のとおり 

期日 定員 申込 

〆切 

受講料 

納入〆切 

資料及び ZooｍＵＲＬの送付 

Part１ 

7/2（土） 

Web：制限無し 

栄養士会会議室：10名 

6/10

（金） 

2，000円 

6/17（金） 

研修会の概ね 4日前にメール送付。 

栄養士会会議室での受講者は、当日配布。 

Part２ 

7/16(土) 

会場のみ：30 名（通常

100名定員の会場使用） 

6/24

（金） 

2,000円 

7/1（金） 

研修会場で当日配布。 

Web参加の場合の生涯教育の単位付与について：受講後にアンケートに回答することにより付与。 

 

６ 申込方法について（下記①から③のいずれかの方法で行ってください。） 

① 別紙１「研修会日程」の申込 QR コードで読み込んだ Google フォームによる申し込み。 

② 別紙２（別紙１裏面）FAX 様式による FAX で申し込み。 

③ 長野県栄養士会ホームページから申し込み。 

 「研修会」⇒「長野県栄養士会主催 その他研修会」⇒「令和 4 年災害時緊急対応研修会」 

⇒「Web 申込みページへ」 

※〆切を過ぎた場合は、受付できません。また、長野県栄養士会会議室での受講については、先着

順とします。会場受講について、定員に達し、お断りする場合は電話にて連絡させていただきます。 

 



 

7 受講料の納入等 

 ・ゆうちょ銀行で備え付けの払込取扱票（青色）に、次の事項をご記入の上、指定日までに納入して 

ください。 

  【記入事項】  口座番号： ００５２０－４－１３１９  

加入者名： 公益社団法人長野県栄養士会 

通 信 欄： 災害時緊急対応 Part〇  （例：災害時緊急対応 Part１） 

 ・他の金融機関からゆうちょ銀行への振込みの場合 

 ゆうちょ銀行  〇五九（ゼロゴキュウ）店（059） 当座 ０００１３１９ 

・指定日までに受講料納入の確認ができた方のみ受講資格があります。 
・申込無しでの会場参加はお断りします。また、申込後の受講料の返金はいたしませんので、 

ご了承願います。 

 

８ Zoom による受講について 

事前に、パソコン又はスマートフォンなどに、Zoomアプリをダウンロードしておいてください。 

「Zoom のインストール方法」は、長野県栄養士会ホームページのトップページに掲載しています。 

  

９  Web 形式の受講における注意事項 

・映像、掲載資料、文章、イラスト、ロゴ、写真、その他著作物の著作権その他の権利は、当会又は

講師等第三者に帰属します。著作権法によって認められる場合を除き、著作権者の事前許可なく、

動画及び資料の一部または全部を、無断で複製（録画・録音・撮影・ダウンロードなど）し、それ

を転載転用・改変・配布・販売など、不正に利用することを固く禁止します。 

・視聴にあたっては、大量のデータ（パケット）通信を行うため、携帯・通信キャリア各社にて通信

料が発生します。データ通信量が一定の基準に達した時点で通信会社での通信速度制限が行われる

ことがあります。スマートフォンやダブレットでご視聴の場合は、Wi-Fi環境でのご利用を推奨し

ます(推奨動作環境をご確認ください)。なお、発生したデータ通信費用については、長野県栄養士

会は負担いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

・同一 ID・パスコードを利用した複数同時接続はできません。本研修会は受講者のみの視聴を前提

としていますので、配信用アドレスを第三者に提供したりすることは、厳にお控えください。 

・視聴に問題が生じた場合は、必ずログアウトを行って、別の環境（デバイス、ブラウザ、回線等）

でのご視聴をお試しください。 

・視聴にあたり生じた損害については、いかなる場合も長野県栄養士会は一切の責任を負いかねます

ので、ご了承願います。 

 

10 その他 

・本研修会は１日単位の研修会です。また、生涯教育研修会認定（１日 2単位）研修会です。 

・Part２では、昼食にパッククッキングで調理した食品や災害時の保存食などを試食します。特別な

食事が必要な方のみ昼食をご持参ください。また、調理室に入るため、三角巾、マスク、エプロン、

手ぬぐいをご持参ください。 

・すでに JDA-DATリーダー又はスタッフに登録されている会員は、本研修会ではなく、今後通知する 

令和４年 11月 13日（日）に予定しているリーダー・スタッフ研修会にご参加いただくようお願 

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）長野県栄養士会 宮島 

TEL:026-235-2308  FAX:026-235-0632 

E-mail:  eiyou-na@beach.ocn.ne.jp 



  

 

 

長野県栄養士会 宛  

(ＦＡＸ 026－235－0632) 

 

令和４年度 災害時緊急対応研修会 申込書 

  

標記研修会に下記のとおり申し込みます。 

（該当、又は両方にレ点をしてください。） 

 

  □ Part１ 令和４年７月２日（土）に申し込みます。 

（ □Web形式 ・ □栄養士会会議室） 

 

□ Part2  令和４年７月 16日（土）に申し込みます。 

 

 

氏 名   会員番号 （                ） 

支部名 □佐久  □上小  □諏岡  □伊那  □飯下  □中信  □北信 

過去の研修の

受講状況 

 

・Part１ ⇒ □受講あり   □受講なし 

 

・Part２ ⇒ □受講あり   □受講なし 

 

メールアドレ

ス（Web形式

での参加者） 

 

                   ＠ 

 
 

別紙２ 

（FAX 用） 締切 Part１は６月 10日 

Part２は６月 24日 

 
 


