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栃木県医療社会事業協会講演
茨城県県西ブロック相談員研究会講演
司法書士･弁護士会サークル風講演
大泉町民生委員児童委員協議会
自立支援研究委員会･地域福祉研究委員会研修
館林第８小学校家庭学級教育女性セミナー研修
館林、成島地区民生委員児童委員研修
栃木市民生委員児童委員協議会連合会
福祉部研修
邑楽町民生委員児童委員協議会講演
館林文化会館、地域コミュニティの創造
パネリスト
栃木県第六地区社会福祉協議会
ふれあい相談員研修会講演
全国フードバンク団体連絡会議
自殺予防ネットワーク“風”研修
行田グリーンホーム施設講演
茨城県土浦市民生委員児童委員協議会講演
佐野市勤労者会館フードバンク講演
明和町民生委員児童委員協議会福祉部会研修
栃木市社会を明るくする運動
栃木市推進委員会講演
足利市施設介護職員福祉基礎研修
太田市民生児童委員協議会
社会福祉研究委員会講演会講演
茨城県老人福祉施設協議会
県西ブロック相談員研究会講演
筑西市社会福祉協議会視察研修講演
筑西市民生委員児童委員協議会研修
フードバンクアライアンス加盟説明会
行田市地域包括支援センター
社会福祉士部会勉強会講演
太田市毛里田地区民生委員研修
下妻市社会福祉協議会研修
とちぎボランティアネットワーク記念講演
筑西市民生委員児童委員協議会研修
結城市社会福祉協議会視察研修講演
結城市社会福祉協議会相談員視察研修講演
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栃木市都賀更生保護女性会研修講演
茨城県ケアマネージャー研修会講演
筑西市社会福祉協議会五所支部視察研修講演
群馬県社会福祉協議会
生活困窮者自立支援事業担当者会議講演
館林市中部第二民児協講演
館林市中部公民館高齢者教室
女性セミナー講演
板倉町民生委員児童委員協議会研修
三重県曹洞宗宗務所現職研修会講演
栃木市社会福祉協議会 日常生活
自立支援事業専門員・生活支援員視察研修
高崎市民児協自立支援研究委員会代表者
視察研修会研修
高崎市民生委員児童委員協議会
地域福祉研究委員会研修
大泉町民生委員児童委員協議会
「地域福祉研究委員会」研修
高崎市八幡地区社会福祉協議会会員研修
館林市民生委員児童委員協議会研修
九州、浄土真宗福岡地区研修会講演
明和町民生委員児童委員協議会視察研修
大泉町民生委員児童委員協議会
「自立支援研究委員会」視察研修
東京都台東区福祉部福祉課
民生委員児童委員協議会視察研修
高崎市倉渕支所
民生委員児童委員協議会視察研修
太田市強戸地区民生委員児童委員協議会研修
豊岡ボランティアの会、研修・講演
多々良公民館「多々良アクトクラブ」
寺修行
栃木県介護事業者ネットワーク会議
実務者研修会 講演
高崎市南地区社会福祉協議会視察研修
栃木市２区民生委員児童委員協議会連合会
視察研修
筑西市社会福祉協議会中支部視察研修
北本市社会福祉協議会西部支部視察研修
全国学びとまちづくりフォーラムＩＮ佐野
分科会にて発表
昭和村社会福祉協議会視察研修
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栃木市都賀地区民生委員児童委員協議会
視察研修
結城市民生委員児童委員協議会
「生活福祉委員会」視察研修
邑楽町民生委員児童委員協議会視察研修
太田市豊岡地区社会福祉協議会、研修・講演
横浜市鶴見区「民生委員児童委員協議会」
会長・副会長研修会、視察研修
土浦市民生委員児童委員協議会連合会
視察研修
栃木市民生委員児童委員協議会連合会
民生委員人権研修会 講演
行田市、地域包括支援センター職員研修会講演
栃木市都賀地区社会福祉協議会委員
事務局職員視察研修
多野藤岡農村女性フォーラム
フードバンク講演
那須塩原市民生委員児童委員協議会連合会
視察研修
高崎市 子どもの未来を考える会総会
フードバンク講演
生活協同組合パルシステム群馬
フードバンク講演
ＪＰ日本郵政グループ労働組合関東地方
本部会議フードドライブプレゼンテーション
大泉町民生委員児童委員協議会
「自立支援研究委員会」視察研修
那須塩原市厚崎地区民生委員児童委員協議会
視察研修
韓国保健福祉部・独居老人総合支援センター
視察研修
みどり市笠懸町 社会福祉法人チハヤ会 地域交流会
講演
小山市民生委員児童委員協議会
視察研修
那須塩原市 ＮＰＯ法人ひまわり
視察研修
高崎市滝川地区社会福祉協議会
視察研修
栃木市都賀公民館「ふれあい大学」
視察研修
内閣府沖縄総合事務局*沖縄にて
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「フードバンク活動推進に向けた情報交換会」講師
千代田町民生児童委員 地域福祉研究委員会
視察研修

福島県南相馬市 社会福祉協議会
視察研修
筑西市 地域包括支援センター職員
視察研修
足利市山辺地区民生委員児童委員協議会
視察研修
足利市 地域包括支援センター職員
視察研修
小山市いきいきふれあいセンター
講演会 講演

