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令和３年度 健康食品管理士会四国支部研修会のご案内 

 

今年度の支部研修会を Zoom によるオンラインセミナーとして下記の通り開催いたします。 

なお、本研修会は、会員以外の方を含めて、オンデマンド形式でもご聴講いただける形としてお

ります。 

 

記 

 

日時 令和 3 年 8 月 22 日（日） 13：00 ～ 16：20 

方法 オンライン（Zoom）および期間限定オンデマンド（10 月 15 日まで公開予定） 

講義中にキーワードを 4 つ申しあげます。講義終了後、ご案内しております Google フォームよ

り入力をお願いいたします。こちらの入力をもって参加確認とさせていただきます。 

 

 

１．研修会次第(敬称略) 

 

（１）司会のご挨拶（13：00 ～ 13：10） 

               健康食品管理士会四国支部長 立石謹也 

 

（２）演題１ （13：10～14：40 10 分の質疑を含む) 

演題「私の市民活動～高齢者支援を中心に（他職種とのコラボの効果も）」 

 

高齢者支援の市民活動として介護教室や文化祭での無料相談を行っている。コロナ渦前は

包括支援センターと連携していたが、今は社会福祉協議会にも「終活」の一端として働きか

けている。健康食品の正しい知識や縁ディングノートの使い方など、今まで行った活動をも

とにテーマを選んでもらってセミナーをしている。 

小西行政書士事務所所長        

愛媛県行政書士会理事・広報副部長  小西 光子 

 

（３）休憩（10 分） 
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（４）演題２ （14：50～16：20 10 分の質疑を含む） 

    演題「医療品医療機器等法から見た食品や化粧品の機能性」 

                                 

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（略称：医薬品医療機

器等法）は、旧「薬事法」が改正され平成 26 年 11 月から施行された法律であり、医薬品、医薬

部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品について規定している。今回は医薬品医療機器等

法から見た食品や化粧品の機能性について解説する。 

 

健康食品管理士会会長      

関西大学 教授 長岡康夫 

 

２．オンライン（Ｚｏｏｍ）による参加申込方法 

・定員：100 名 

・参加対象者および参加費 

健康食品管理士：無料 

アドバイザリースタッフ：２０００円 

NR・サプリメントアドバイザーまたは食品保健指導士の単位申請を必要とされる健康食

品管理士の方はアドバイザリースタッフとしてお申込みください。 

その他一般：３０００円 

 

（１）健康食品管理士の方 

  参加当日の Zoom へのサインインは不要です。 

認定単位 【5 単位】認定 

参加費 無料 

申込締め切り 8 月 19 日（木） 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「8 月 22 日研修会

オンライン参加希望」のタイトルで申込み下さい。メール本文に「氏

名」、「会員番号」、「メールアドレス」を記載してください。 

当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方から順次単位を認定します。 

（※システムの都合上、単位認定日付はオンデマンド配信終了日とし

ますのでご容赦ください。） 

 

（２）NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士の方 

本研修会はアドバイザリースタッフ（NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士)の単

位認定については現在それぞれの本部と交渉中です。 

認定単位 認定単位数は現在交渉中 
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参加費 2000 円（※健康食品管理士の方であっても NR・サプリメントアドバ

イザーまたは食品保健指導士の単位申請のための受講は有料とさせて

いただきますのでご注意ください。） 

振込先 ※「認定番号」「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「8 月 22 日研修会

オンライン参加希望（アドバイザリースタッフ）」のタイトルで申込用

紙を添付してお申込み下さい。 

入金確認後、当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

申込締め切り 8 月 19 日（木） 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方へ単位を認定します。 

 

 

（３）一般の方 

参加費 3000 円  

振込先 ※「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「8 月 22 日研修会

オンライン参加希望（一般）」のタイトルで申込用紙を添付してお申込

み下さい。 

入金確認後、当日の URL、パスコードをご案内いたします。 

申込締め切り 8 月 19 日（木） 
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３．オンデマンド配信による参加申し込み方法 

・配信期間 令和３年 8 月 27 日（金）～令和 3 年 10 月 15 日（金） 

・方法 録画配信 

・参加対象者および参加費 

健康食品管理士：無料 

アドバイザリースタッフ：２０００円 

NR・サプリメントアドバイザーまたは食品保健指導士の単位申請を必要とされる健康食

品管理士の方はアドバイザリースタッフとしてお申込みください。 

その他一般：３０００円 

 

（１）健康食品管理士の方 

認定単位 【5 単位】認定 

参加費 無料 

参加方法 個人ページに入り、「研修会等の開催日と単位申請」の「2021/10/15

（※）」研修会詳細に記載された録画動画のリンクをクリックしてくだ

さい。（※システムの都合上、単位認定日付はオンデマンド配信終了日

としますのでご容赦ください。） 

単位認定方法 出欠は詳細情報に掲載している Google フォームにより管理を行いま

す。回答した方から順次単位を認定します。 

 

 

（２）NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士の方 

本研修会はアドバイザリースタッフ（NR・サプリメントアドバイザー及び食品保健指導士)の単

位認定については現在それぞれの本部と交渉中です。 

認定単位 認定単位数は現在交渉中 

 

参加費 2000 円（※健康食品管理士の方であっても NR・サプリメントアドバ

イザーまたは食品保健指導士の単位申請のための受講は有料とさせて

いただきますのでご注意ください。） 

振込先 ※「認定番号」「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「8 月 22 日研修会

オンデマンド配信希望（アドバイザリースタッフ）」のタイトルで申込
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用紙を添付してお申込み下さい。 

入金確認後、オンデマンド配信の URL をご連絡いたします。 

申込期間 8 月 23 日(月)~10 月 6 日（水） 

単位認定方法 出欠は協会から研修会参加用 URL と一緒に送られる Google フォーム

により管理を行います。回答した方から順次単位を認定します。 

 

（３）一般の方 

参加費 3000 円 

振込先 ※「氏名」をご入力願います。 

【ゆうちょ銀行からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  口座記号：12210  口座番号：22516221 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

【ゆうちょ銀行以外からお振込みの場合】 

振込先：ゆうちょ銀行  店名：二二八（読み ニニハチ）  店番：228 

預金科目：普通預金  口座番号：2251622 

名義：一般社団法人日本食品安全協会 

申込方法 協会事務局メールアドレス info@jafsra.or.jp 宛てに「8 月 22 日研修会

オンデマンド配信希望（一般）」のタイトルで申込用紙を添付してお申

込み下さい。 

入金確認後、オンデマンド配信の URL をご連絡いたします。 

申込期間 8 月 23 日(月)~10 月 6 日（水） 

 

 

 

 

以上 


