
Ⅱ総務・組織部報告 

1.組織に関すること 

（１）会員数（平成２２年度末） 

   ① 会員数（平成２２年度末） 

継続会員数 新入会員 再加入 合  計 

５０３名  ５３名 ３０名 ５８６名 

    

   ②協議会別会員数 

病  院 地  栄 福  祉 学  校 

２１７名 １２３名 １２３名 ４０名 

集団健康管理 行  政 研究教育  

２３名 ５３名 ７名 

（２）会員の意識高揚に関すること 

  ① 未入会者への入会の働きかけ 

  ② 新入会員の教育と栄養士会関係資料の配布 

（３）取扱い文書   総数 ４６９ 件 

（４）本会の運営に関する会議 

   ① （社）沖縄県栄養士会通常総会 

    平成２２年５月２２日（土）沖縄県医師会館 大ホール 出 席 ３２３名（委任状含む） 

   ② 理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（理事会報告参照） 

     栄養士会事務所 他 

   ③ その他の会議（五役会議）      栄養士会事務所 他 

   ④ 公益法人移行プロジェクト会議    栄養士会事務所 

2.教育・研究に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（事業報告参照） 

 

3.栄養相談および健康づくり啓発普及に関する事項・・・・・・・・・（事業報告参照） 

 

4.調査・研究に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（事業報告参照） 

 

5.広報に関する事項 

（１）「栄養沖縄」の発行  （２）栄養士会だより  年４回 （３）ホームページ更新 

 

6.渉外関係に関する事項 

（１）各種団体の委員活動 

1.  日本栄養士会代議員 

2.  日本栄養改善学会評議員 



3.  沖縄県公衆衛生協会評議員 

4.  沖縄県公衆衛生学会幹事 

5.  沖縄県健康おきなわ２０１０推進検討委員会委員 

6.  沖縄県健康おきなわ２０１０推進県民会議委員 

7.  沖縄県健康おきなわ２０１０専門部会委員 

8.  健やか親子おきなわ２０１０推進協議会委員 

9.  健やか親子２１推進委員 

10. 沖縄県食育推進協議会委員 

11. 沖縄県８０２０運動推進協議会委員  

12. 沖縄県地産地消推進県民会議幹事 

13. 沖縄県地産地消推進県民会議委員 

14. 沖縄県医療保健連合幹事（なごみ会） 

15. 沖縄県医療推進協議会委員 

16. 沖縄県保健医療協議会委員 

17. 沖縄県福祉保健部・県医師会連絡会議委員 

18. 沖縄県保健師等人材確保推進委員 

19. 沖縄県糖尿病対策推進会議幹事 

20. 地域歯科医師会推進会議委員 

21. 南部地区健康おきなわ２１推進連絡会議委員 

22. 沖縄県南部地区保健医療協議会委員 

23. 沖縄県南部保健所地域・職域連携推進協議会委員 

24. 沖縄県南部保健所地域・職域連携推進協議会委員ワーキング委員 

25. 沖縄県中央保健所保健事業連絡協議会委員 

26. 那覇市食の環境づくり連絡会委員 

27. 健康なは２１推進委員会委員 

28. 健康なは２１胎児・乳幼児健康部会委員 

29. 健康なは２１食の健康部会委員 

30. (財)沖縄県保健医療福祉事業団理事 

31. (財)沖縄県保健医療福祉事業団運営委員 

32. (財)沖縄県総合保健協会理事 

33. 全国高等学校総合体育大会沖縄県実行委員会委員 

34. 中部地区健康おきなわ２１推進会議委員 

35. 沖縄県スポーツ振興審議会委員 

36. 沖縄県中央保健所地域歯科保健推進連絡会議委員 

37. 中部地区保健医療圏における糖尿病医療連携検討会委員 

38. 南部地区糖尿病連携推進会委員 

39. 南部地区地域医療圏域連携委員 

40. 中部地区母子歯科保健推進連絡会議委員 

41. 沖縄県振興審議会学術文化・人づくり部会委員 

42. 沖縄県振興審議会医療福祉部会委員 

 43. 沖縄科学技術大学院大学設置促進県民会議会員 



44. 中部地区障害児(者)歯科保健推進連絡会 

45. 健康づくり推進協議会委員（福寿うちな～協議会） 

46. 沖縄県中央保健所運営協議会 

47. 沖縄県禁煙協議会 

48. 中部地区保健医療協議会 

49. 沖縄県介護予防市町村支援委員 

（２）要請等に関する事項 

  ① 「市町村管理栄養士設置についての陳情書」市町村への提出 

（３）その他 

1.  沖縄県かりゆし長寿大学校の講師（沖縄県いきいき長寿センター） 

2.  ３歳児と親子一緒におやつ作り実習（ひまわりサークル（子育て支援センター）） 

3.  熱中症の予防対策等の周知と啓蒙を図るための講師（沖縄労働局） 

4.  ～０歳から２歳児の食事講座～の講師（那覇市小禄南公民館） 

5. 「毎日の生活習慣を考えよう！」の講師（那覇市小禄南公民館） 

6. エステスタッフへのセミナーの講師（ＢＴＢ沖縄店） 

7.  調理ボランティア料理講習会講師（読谷村社会福祉協議会） 

8.  沖縄県高等学校給食研究協議会の講師（沖縄県高等学校給食研究協議会） 

9. 「食育バランスガイドの説明」の健康講話（沖縄県立那覇工業高校夜間部） 

10. 「食育(食事バランス)について」の講師（浦添市立浦城っ子児童センター） 

11.  平成２２年度訪問介護委員現任研修の講師（沖縄県看護協会） 

12.  協力会員向け講義と実習の講師（沖縄県社会福祉協議会） 

13.  第２８回沖縄県児童養護研究協議会（研究部会）への助言 

14.  献血者健康相談事業へ参加（沖縄県赤十字血液センター） 

15.  第５回サポート養成研修会の講師(北谷･嘉手納･北中城ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） 

16.  ＮＨＫ「ハイサイ！ニュース６１０」（ＮＨＫ沖縄放送局） 

17.  がん患者サロン設立支援ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ会場での栄養相談(ＮＰＯ法人ﾏｲﾝﾄﾞｹｱおきなわ） 

18. 歯科衛生士向け専門研修会の講師（沖縄県歯科衛生士会） 

19.  第３７回沖縄県保育研究大会・分科会への助言（沖縄県社会福祉協議会） 

20.  うちなー島ヤサイ料理コンテスト審査員（沖縄県農林水産部） 

21.  特定保健指導のグループ支援に係る勉強会の講師（うるま市役所健康支援課） 

22. 世界腎臓デー・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「腎臓ってすごい！」シンポジスト(全国健康保険協会沖縄支部) 

  23. 介護予防事業 一般高齢者の低栄養予防・改善等についての講師(㈱フォスタ健康事業部) 

24. 「子どもの心と体の大切な食事」の講師(那覇市社会福祉協議会･那覇市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ) 

25. 「平成２２年度児童福祉施設等給食担当職員研修」講師（沖縄県社会福祉協議会） 

26. 「親子で楽しいおやつ作り」の講師（那覇市小禄南公民館） 

27.  平成２２年度渡嘉敷村乳幼児食育計画の講師（渡嘉敷村役場 民生課） 

28.  ｢早ね早おき朝ごはん＋｣の講師（那覇市首里公民館） 



29． レシピ執筆「木曜喫茶ダーウァ」（沖縄タイムス） 

30． 調理実習「ヘルシー料理の調理と試食」（浦添中央公民館） 

31． ３才児と親子おやつ作り（浦添子育て支援センター） 

32． 小児生活習慣病健診事業での栄養指導（那覇市教育委員会） 

33． ＦＭ沖縄「栄養・食生活何でも栄養相談」（エフエム沖縄） 

34． インターネット「沖縄まんだ物語」取材協力（マンガコンテンツ事業部） 

35． 新報食育フォーラム（琉球新報社事業局）コーディネーター及びパネリスト 

 

 

7.表彰に関する事項 

 第47回沖縄タイムス教育賞（１名）        新垣 芳枝 

 平成22年度小児糖尿病福祉功労賞（１名）     金城 典子 

 第42回沖縄県公衆衛生大会 県知事賞（１名）   古堅 瑛子 

 第42回沖縄県公衆衛生大会 大会長賞（１名）   小禄 初美 

 第44回沖縄県母子保健大会 大会長賞（１名）   石垣 須磨子 

  

    平成23年度（社）沖縄県栄養士会長表彰（１０名） 

      赤嶺 恵美子（ 桃源の郷 ） 

      大城 朝乃 （ 北谷町保健相談センター ） 

  奥村  菜穂子（ 中部地区医師会成人病健診センター ） 

  佐藤 彰子 （ おきなわ長寿園 ）     

  新城 典子 （ 中頭病院    ） 

  比嘉 きよみ（ 沖縄県総合保健協会）     

  比嘉 祐子 （ 転生園    ）  

  宮城 洋子 （ 宮里病院 ）         

  森 也子  （ いしみね救護園 ） 

  山城 永子 （ 地域活動   ）       

 

平成23年度（社）沖縄県栄養士会感謝状（２社 ） 

    ・ 株式会社名嘉食品      

    ・ヘルシーフード株式会社 

 

 

 

 

 


