特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度

第1回

例会のお知らせ

高齢期のこころ豊かなくらしの場を求めて
2004 年度第１回例会のお知らせをいたします。当日は例会に引き続き、特定非営利活動法人
福祉医療建築の連携による住居改善研究会の 2004 年度通常総会を開催いたします。
そこで、第１回例会は、かねがね皆様からご要望の多かった喜楽苑の市川禮子さんに、福医建
研究会総会の記念講演をお願いいたしました。尼崎、いくの、あしや、けまの各喜楽苑などで
の実践を踏まえ、示唆に富む話をお聞かせいただけることと思います。
開催日時：
開催場所：

2004 年
大阪市立

5 月 22 日（土）午後２時〜４時

いきいきエイジングセンター

3 Ｆ 第１研修室

大阪市北区菅原町 10-25 ジーニス大阪内（地下鉄南森町駅４番出口から南へ徒歩６分）

講

師：

尼崎老人福祉会 きらくえん

理事長

市川

プログラム

参加費：
問合せ：

禮子

さん

（司会進行

馬場

ＰＭ 2：00〜4：00
ＰＭ 4：00〜4：10
ＰＭ 4：10〜4：40

高齢期のこころ豊かなくらしの場を求めて 市川
休憩
NPO 法人福医建研究会 2004 年度通常総会

会員 800 円

会員外 1500 円 （会員外の参加歓迎します）

昌子）
禮子さん

福医建研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

（特活）福祉医療建築の連携による住居改善研究会

略称

＊
例会 (記念講演) に引き続き開催の NPO 法人福医建研究会 2004 年度通常総会について
本会社員には、後日別便にて招集状、議案書をお送り致します。ぜひご出席ください。
個人会員 など 他 の 会員 の 皆様 は 、議決権はありませんがオブザーバーとして引き続き
ご 参加 ください 。NPO 法人福医建研究会の活動や運営に興味を持っていただき、社 員
や役員になって活躍くださる方が増えることを期待します。
また 同日総会後場所 を 移 し 、福医建研究会 の 活動１５年 を記念するパーティーを計画
しています 。会員 のみな 様 には 近日中 にお 知 らせいたします。多くのみな様にご参加
いただき交流を深めていただきたいと思います。

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度

第2回

例会のお知らせ

2004 年福医建研究会北欧視察旅行報告会
2004 年度第２回例会は、今年３月に実施した福医建研究会北欧視察旅行の報告会を行います。
この旅行は、デンマーク、スウェーデンの住宅、高齢者住宅、住施設のインテリア、生活環境
の見学、在宅生活支援システムと住宅改造、福祉機器についてのヒヤリングや見学が主な目的
でした。この視察旅行の参加者から福祉、医療、建築分野の専門家、そして大学生にも報告者
になっていただき、北欧の高齢者住宅や支援システムなどについて、それぞれの視点から報告
をお願いしたいと思います。写真なども、違った視点からのものを見ていただけると思います。
開催日時：
開催場所：

2004 年
大阪市立

7 月 17 日（土）午後２時〜5 時

いきいきエイジングセンター

3 Ｆ 第１研修室

大阪市北区菅原町 10-25 ジーニス大阪内（地下鉄南森町駅４番出口から南へ徒歩６分）

プログラム

司会進行 馬場健一/快居の会

ＰＭ 2：00〜3：20
Ｐん 3：20〜3：30
ＰＭ 3：30〜4：00
ＰＭ 4：00〜4：50
参加費：

各分野の視察旅行参加者による報告１
休憩
各分野の視察旅行参加者による報告２
その他の参加者のコメント、質疑応答と議論、他

会員 800 円

会員外 1500 円

（参加申込は当日会場でお受けします。ただし多人数の場合には事前にご相談下さい。）

問合せ：

福医建研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3 TEL/FAX 06-6231-1277

（特活）福祉医療建築の連携による住居改善研究会

略称

会費納入のお願い
2004 年度の個人会員の年会費 1000 円（法人会員の年会費 3000 円）を納入下さい。
下記郵便振替または例会受付でお支払い下さい。１月以降の新会員は納入済みです。
（社員については別途請求書をお送りしています。郵便振替で納入下さい。）
郵便振替口座番号

00920-9-

93116

加入者名

ふくいけん研究会

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度

第3回

例会のお知らせ

大東市と田尻町の取り組み

住宅改修・改造

例会案内発信 が 遅 くなり 申 し 訳ありません。今回の企画は自治体の「介護保険住宅改修および住宅改造
助成事業」 を 取 り 上 げます 。当研究会が委託をうけ、住居改善実践事業部「快居の会」が相談業務など
に関わった、大東市と田尻町について、どのような仕組で「 NPO との協働」が実現し、どのような効果
があったかについて報告を受け、これを元に会場の皆様と議論しようという企画です。
研究例会では何度も介護保険の住宅改修を取り上げてきました。 2002 年 3 月の例会では NPO との協働
の必要性が議論されました。2004 年 7 月にはデンマークやスウェーデンの報告もしました。今回は当研
究会の主張が実現された事例と言えますが、その関わり方には少し違いがあります。それ ぞ れ の 自 治 体
の事情に合わせた結果ですが、今後も多様な形の関わり方があるのではないかと考えています。
日 ごろ 現場 で 問題 を 感じておられる各分野の方々、ケアマネジャー、業者といわれる方、セラピスト、
福祉関係者、自治体の福祉担当者等々、みな様ふるってご参加下さい。

10 月 2 日（土）午後２時〜5 時

開催日時：

2004 年

開催場所：

大東市立

総合福祉センター ２階

大集会室

大東市新町 13-13
JR 学研都市線 住道駅
南東へ徒歩５分

発表者：

大東市の取り組み

逢坂伸子（大東市保健医療福祉センター）
上田 猛（福医建研究会/快居の会）
田尻町の取り組み 福井裕志（田尻町民生部健康福祉課）
森川悟史（田尻町民生部健康福祉課）
北峯示朗（田尻町民生部健康福祉課）
大林琢三（関西大学工学部/大学院生)
司会
佐藤和子（福医建研究会/快居の会）

参加費：
問合せ：

NP0 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

会員 800 円

会員外 1500 円 （会員外のご参加を歓迎します）
略称 福医建研究会

541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3

TEL/FAX 06-6231-1277

会費納入のお願い（再掲）
2004 年度の個人会員の年会費 1000 円（法人会員の年会費 3000 円）を納入下さい。
下記郵便振替または例会受付でお支払い下さい。１月以降の新会員は納入済みです。
（社員については 04 総会議案書と一緒に請求書をお送りしています。郵便振替で納入下さい。）

郵便振替口座番号

00920-9-

93116

加入者名

ふくいけん研究会

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度
シリーズ企画

福祉用具１

第4回

例会のお知らせ

福祉用具と事故

昨年の住宅改造シリーズに続き、今年度は福祉用具シリーズを企画しました。
介護保険導入後、数多くの福祉機器が高齢者・障害者に提供されるようになりましたが、その数
に比例して事故事例も多く聞かれるようになっています。そこには用具自体の製造側の問題だけ
でなく、販売、レンタル業者の質の問題、使用者側の問題などさまざまな問題が交錯しています。
今回は特に使用環境・使用方法などを通して「知らなかったことによる事故」を中心にレンタル
業者として福祉用具に数多く関わっておられる、亀野敏志氏（福祉用具専門相談員）にお話いた
だきます。普段、在宅支援の現場で「福祉用具っていろんなものがあって、どれがいいのかわか
らへんし、使い方もこれでいいのかなぁ」と不安や悩みを抱えておられるケアマネジャーさん、
ヘルパーさん、建築関係の皆様もふるってご参加ください。
今回は皆様からも福祉用具の事故事例を募集いたします。例会開催日（12 月 4 日）までに下記
のメールアドレスに情報をどしどしお寄せください。
事例情報受付：

riha@city.daito.osaka.jp

標題に「逢坂宛

事故事例」と入れてください。

シリーズ第 2 弾は「福祉用具の選定方法と適正な使用方法」をテーマに実技を交えての講演会を
予定しています。（2005 年 1 月 29 日に開催の予定です。）
開催日時：

2004 年

12 月 4 日（土）午後２時〜5 時

（川村義肢の工場見学希望者は午後１時１５分〜）
開催場所：

川村義肢株式会社

本社

大東市御領１-１２-１

ＪＲ学研都市線
住道駅下車（京橋から５つ目）
＊徒歩約 20 分
＊市内巡回バス（1 時間に１便）
３０分発にて御領東下車
（江端南交差点北側三菱自動車
前あたりから）徒歩３分
＊タクシーに分乗
＊駐車場あり

プログラム：

スピーカー
亀野 敏志（川村義肢株式会社 福祉用具専門相談員）
司会
逢坂 伸子（大東市保健医療福祉センター 理学療法士）
13:15〜
工場見学（希望者のみ）
14:00〜
福祉用具と事故
15:40〜
休憩
16:00〜
質疑応答
16:45〜
連絡事項
17:00
終了

参加費：

会員 800 円

問合せ：

NP0 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

会員外 1500 円 （会員外のご参加を歓迎します）

541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度

第5回

例会のお知らせ

シリーズ企画

福祉用具 2

福祉用具の適正な選定と使用方法 ― 実演を通して ―
福祉用具についてのシリーズ第２弾として「福祉用具の選定方法と適正な使用方法」をテーマに
実技を交えての講演会を行います。前回の第１弾では「福祉用具と事故」をテーマに事故事例や
事故の原因などについての講演でしたが、その中でも福祉用具の選定の間違い、使用方法の間違
いによる事故が多いことが取り上げられていました。福祉用具を安全に、また効果的に使うには
その適正な選定と各々の用具の特性、使用方法を知る必要があります。
在宅支援サービス提供側のスタッフも含め、「だいたいこんなものだろう」と、本当の使い方を
知らずに使っていることが、案外多いのではないでしょうか？
福祉用具の事故を防ぐ為にも是非必要な情報ですので、ケアマネジャーさん、ヘルパーさん、建
築関係の皆様など、ふるってご参加いただきたいと思います。

1 月 29 日（土）

開催日時：

2005 年

開催場所：

川村義肢株式会社

２時〜5 時

午後

本社 ２Ｆ ホール

大東市御領１-１２-１

ＪＲ学研都市線
住道駅下車（京橋から５つ目）
＊徒歩約 20 分
＊市内巡回バス（1 時間に１便）
３０分発にて御領東下車
（江端南交差点北側三菱自動車
前あたりから）徒歩３分
＊タクシーに分乗
＊駐車場あり

プログラム：

＊

参加費：
問合せ：

スピーカー
山下 和子（川村義肢株式会社 看護師）
司 会
細本 愛子（千里津雲台訪問看護 ｽﾃｰｼｮﾝ 作業療法士）
14:00 あいさつ
14:10 講演・実技
16:10 質疑応答
16:50 連絡事項
17:00 終了
今回も川村義肢株式会社のご好意により工場見学が可能です。
希望者は１時１５分までに本社２Ｆにお集まり下さい。
会員 800 円
会員外 1500 円 （会員外のご参加を歓迎します）
NP0 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会
略称 福医建研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3

TEL/FAX 06-6231-1277

特定非営利活動法人

福祉医療建築の連携による住居改善研究会

2004 年度

第6回

例会のお知らせ

大阪市 舞洲障害者スポーツセンター

アミティ舞洲 見学会

障害者や高齢者が利用しやすいバリアフリー施設は年々増加しています。しかし、そのような
施設は有効な社会資源でありながら、その情報は当事者や支援者に行き渡っているとは言いがた
いのが現状です。今後の障害者・高齢者の支援に活かしていただくため、今回は障害者や高齢者
が利用しやすいよう様々な配慮がなされているスポーツ・レクリェーション施設「アミティ舞洲」
の見学・説明会を企画しました。建築関係の方はもちろん、ケアマネジャーや行政のリハビリテー
ション専門職、支援費サービス提供事業所など障害者支援の関係者の方に是非ご参加いただきた
いと思います。
開催日時：
開催場所：

2005 年

3 月 26 日（土）

大阪市此花区北港白津 2-1-46

午後

3 時 15 分〜5 時

アミティ舞洲

３階 2+3 研修室に集合

アミティ舞洲

ＪＲ桜島線、桜島駅 よりシャトルバスまたは市バス (臨 81)「舞洲スポーツアイ
ランド 」行 きで 「此花大橋西詰 め 」下車

または地下鉄千日前線、野田阪神駅

より市バス (特 81)「舞洲スポーツアイランド」行きで「アミティ舞洲」下車

参加費：

会員・会員外共に無料とします。（申込不要ですが、多数の参加は相談下さい。）

ごみ焼却工場：舞洲工場見学会
例会に先立ちオプション見学会も企画しました。平成１３年竣工のごみ焼却工場です。
フンデルト ヴァッサー氏（スイス）デザインの奇抜な建物です。こちらもご参加下さい。

開催日時：
開催場所：
参加費：
問合せ：

2005 年

3 月 26 日（土）

大阪市此花区北港白津 1-2-48

午後

1 時 15 分〜2 時 45 分

舞洲工場 エントランス集合

無料
NP0 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会
541-0046 大阪市中央区平野町 1-2-3

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

