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

2006 年度

第1回

例会のお知らせ

地域リハビリテーションの実践と今後の展望
今年で7 回目を迎えます、NPO 法人福医建研究会2006 年度通常総会の記念講演としまして、
わが国の地域リハビリテーションの先駆者であります、兵庫県立リハビリテーションセンター
名誉院長の澤村誠志先生に、これまでに実践してこられたこと、そして今後の展望について
もお話ししていただく機会を持つことになりました。
澤村先生は国内での実践以外にも、広く海外での地域リハビリテーションに精通されており、
今回はさまざまな分野での実践についてお話をしていただく予定です。

開催日時：
開催場所：

2006 年
大阪市立

6 月 10 日（土）午後２時〜４時

いきいきエイジングセンター

3Ｆ

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号出口から南へ徒歩６分）

講

澤村 誠志 先生（兵庫県立リハビリテーションセンター名誉院長）

師：

プログラム：

司会

柳 尚夫（大阪府茨木保健所 所長）

2：00〜 挨拶、講師紹介
2：10〜 記念講演「地域リハビリテーションの実践と今後の展望」
3：40〜 質疑応答、次回案内などの事務連絡
4：00〜

参加費：
問合せ：

休憩、準備作業の後

会員 800 円

NPO 法人福医建研究会 2006 年度通常総会

会員外 1500 円 （会員外の参加歓迎します）

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

NPO 法人 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) に引き続き開催する NPO 法人福医建研究会 2 0 0 6 年度通常総会について ＞
本会社員 には招集状、 議案書をお送り致しますので、 ご出席ください。 個人会員など他の会員
の皆様も議決権はありませんが、オブザーバーとして引き続き総会にご参加ください。
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、 社員や役員として活躍してくだ
さる方が増えることを期待しております。

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

2006 年度 第 2 回 例会のお知らせ
トイレ・・排泄をテーマに

女性の視点で災害時のトイレを考える＋ 排 泄 障 害 と そ の 対 応
「老化 や 疾病・ 障害によりおこってくる、 さまざまな生活困難（ ADL 障害）のなかで、 排泄行動の援助を受け
ることは最も苦痛を感じるものの一つです。排泄援助の配慮として、できるだけプライバシーを尊重し自立を損
なうことなく尊厳ある生活の維持を図るためには住居改善が欠かせません。」このような書き出しで案内いたし
ました、今年１月の例会で講演いただく予定の泌尿器科医師、山田薫先生には当研究会の連絡体制の不備などの
ため講演いただけませんでした。参加いただいた皆様、そして山田先生にも大変ご迷惑をおかけしました。
「間違った対応にならないために、排泄障害を正しく理解し適切な住居改善が進むことをめざして、泌尿器科医
から排泄の基本を学ぶ機会として」再度山田先生に講演をお願いしました。ご期待ください。
あわせて 、昨年７月 の 例会「住居改善 各地 の 試 み̶岡山と大阪の交流会」を共催した NPO 法人ふくてっくの
活動として最近まとめられた冊子「女性の視点で災害時のトイレを考える」について、同会研修部会リーダーの
清水麗子さんに紹介していただきます。排泄、トイレについて多角的に見知を深めていただければ幸いです。

2006 年 7 月 22 日（土） 午後 2 時〜5 時

開催日時：
開催場所：

大東市立生涯学習センター
大東市末広町 1-301

アクロス

多目的室

ローレルスクエア住道サンタワー内 （TEL072-869-6505）

JR 学研都市線 住道駅（京橋から５つ目）南西すぐ
プログラム：

司会

14:00〜

女性の視点で災害時のトイレを考える

15:00〜

休憩

15:15〜

排尿障害とその対応

16:45〜

連絡事項その他

駅から連絡橋あり
中田

智子（関西福祉科学大学）

清水

麗子（ふくてっく研修部会）

山田

薫

（山田クリニック 泌尿器科医）

17:00 終了予定
＊

大東市生涯学習センターアクロスの見学会も行います。希望者は１時３０分に
多目的室前に集合ください。アクロススタッフによる案内を予定しています。

＊
参加費：

会員 800 円

問合せ：

NPO 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

541-0046
2006 年度年会費納入のお願い

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）

大阪市中央区平野町 1-2-3

個人会員 1000 円

郵便振替で左記までお振込み下さい。

加入者名

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

法人団体 3000 円（社員には別途請求書お送りしています）
ふくいけん研究会

口座番号

00920-9-

通信欄に例会案内をお送りする FAX 番号、メールアドレスをご記入下さい。

93116

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

2006 年度

第３回 例会のお知らせ

「認知症」の理解と作業療法士の取組み
＋エジプトでの相談業務の報告
「認知症」が介護予防の観点からクローズアップされています。巷では種々の商品そして様々な
予防のための体操が流行っています。しかし、私たちは本当のところ「認知症」についてどれだ
け知っているのでしょうか。
「認知症」に向き合っていくためには、まずしっかりした知識を持つことが大切です。
今回は「認知症」について基本的な知識を精神科医の柳尚夫さんから、長年「認知症」と関わっ
てきた経験を作業療法士の横井賀津志さんからお伺いしたいと思います。ふくいけんらしく、、
住居や住施設のあり方にまで話題が広がることを期待しています。
最後に少し時間をいただき、福医建研究会が引き受けた、エジプトのアレキサンドリアにおける
作業所建設に関する出前型相談業務についての中間報告（エジプト旅行の報告）も行います。

2006 年 9 月 30 日（土） 午後 2 時〜5 時

開催日時：

開催場所： 大阪市立

いきいきエイジングセンター

3Ｆ

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号出口から南へ徒歩６分）

プログラム：

司会
14:00

あいさつ

14:05

認知症について

細本

愛子

（千里津雲台訪問看護ステーション

柳

尚夫

（大阪府茨木市保健所 所長

14:50

休憩

15:00

作業療法士の立場から〜認知症および認知症予防への対応〜

16:00

質疑応答

16:30

エジプトでの相談業務の報告 他

横井

医師）

賀津志（嘉誠会リハビリテーションセンター

作業療法士）

／17:00 終了

参加費：

会員 800 円

問合せ：

NPO 法人 福祉医療建築の連携による住居改善研究会

541-0046

作業療法士）

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）

大阪市中央区平野町 1-2-3

2006 年度年会費納入のお願い（再掲）
郵便振替で左記までお振込み下さい

個人会員 1000 円
加入者名

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

法人団体 3000 円（社員には別途請求しています）

ふくいけん研究会

口座番号

00920-9-

＜通信欄に例会案内をお送りする FAX 番号、メールアドレスをご記入下さい＞

93116

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

2006 年度

第 4 回 例会のお知らせ

日本の常識・世界の非常識？
「基本的人権」としての居住権を語る
身体 に 障害 を 負 うととたんに 住みにくくなる日本の住宅。 日ごろ、 障害を持つ方が少しでも安全快適に過ご
せるようにと住居改善を進める活動をしている方なら、誰もが義憤を持って感じているところです。そこで、
今回は、居住とは、居住権とは、といった基本のところをしっかり考えようという企画です。
この 間、 日本の住宅政策は大きく変わりました。 40 年続いた住宅建設計画法が終わり、住生活基本法が制定
されました 。 すばらしい 理念 が 謳 われています。 しかし、 これで誰もが安心して住み続けられる居住が保障
されるのでしょうか 。 法律制定時 の 国会 での 議論 で 、 国連人間居住計画 (通称国連ハビタット ） が提唱する
「人権を基本とする居住権」がどのように取り入れられたのでしょうか。取り入れられなかったのでしょうか。
今回は、 1999 年 11 月に「基本的人権と居住保障」というタイトルで当時の国連ハビタットの動きをご講演
いただいた 岸本幸臣先生に再度お願いし、 その後の動きと日本における展開、 そして今後の展望、 特に NPO
などの 民間団体 の 果 たすべき 役割 などについて 語 っていただきます 。 介護保険導入後、 なん だ か と っ て も
「変」 になった 居住保障 の 状況 を 理解する上で、 世界の動きと比べながら、 わが国の居住保障のありようを
考えませんか。多くの方の参加と議論を期待しています。

開催日時：
開催場所：

2006 年 11 月 25 日（土） 午後 2 時〜5 時
大阪府立労働センター

エル・おおさか

大阪市中央区北浜東 3-14

南 734 会議室（南館 7 階）

最寄り駅は京阪、地下鉄の天満橋または北浜

TEL06-6942-0001（南館は正面玄関から連絡通路あり、エレベータは別）

プログラム：

15:15
15:30

司会
馬場 昌子 （関西大学工学部建築学科）
あいさつ
日本の常識・世界の非常識 「基本的人権」としての居住権を語る
岸本 幸臣 （羽衣国際大学人間生活学部 教授）
前半 国連ハビタット・アジェンダその後
休憩
後半 日本における展開と「住生活基本法」、そして今後の展望

16:40
17:00

質疑応答
終了

14:00
14:05

参加費：
問合せ：

会員 800 円

会員外 1500 円 （会員外の参加を歓迎します）

NPO 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

TEL/FAX

略称 福医建研究会

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

2006 年度

第 5 回例会のお知らせ

障害者自立支援法について
１月の例会案内を年末に発信しようとしています。皆様のお手元に届くのは新年の場合もあ
るかと思います。平成 19 年もよろしくお願いします。
さて、「障害者自立支援法」が平成 18 年 4 月に一部施行され、10 月には本格的に運用が
始まりました。身体障害者、知的障害者、精神障害者のサービスを一元化し、施設や事業も
再編成されるなど、障害者へのサービスが大きく変わっていることをご存知でしょうか。
サービス利用に対する負担金額も変わり、いろいろと複雑な制度となっていますが、あまり
ピンときていない方も多いのではないでしょうか。
今回は障害者の生活、福祉に関わる制度がどのように変わったのか、またサービスの提供や
利用する障害者にとってどのような影響がでているのか、行政、サービス提供者と利用者の
3 者から報告していただきます。多数ご参加ください。
開催日時：

2007 年

開催場所：

大東市立

1 月 27 日（土）午後２時〜5 時
総合福祉センター 3 階大会議室

J R 学研都市線住道駅

（京橋から５つ目/各停でも 12 分）から南東へ徒歩５分

大東市立
総合福祉センター
大東市新町 13-13
TEL072-872-2222

プログラム：
司会 逢坂伸子（大東市保健医療福祉センター）
14:00
あいさつ
14:05〜16:50
障害者自立支援法について
制度の説明
村岡昭二（大東市障害福祉課）
当事者からの声
寺岡洋子（作業所コスモス 理事）
サービス提供者からの声
山田博司（介護事業所ケアフレンズ）
16:50〜
連絡事項その他/17：00 終了
参加費：
問合せ：

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/FAX06-

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

2006 年度

第6回

例会のお知らせ

関西大学実証実験住宅見学 and 懇親会
すでにお 知 らせしておりますように、 関大実証実験住宅が 2 月 22 日に竣工いたしました。 関西大学
月が丘住宅 (QOL 改善モデル) と称します。皆様にこの建物をご紹介しようというのが今回の企画です。
この建物は 4 っのゾーンから成り立っています。A：「居住体験ゾーン」 B：「LDK 実験ゾーン」
C：「動作シミュレーションゾーン」 D：「照明環境実験ゾーン」、そして各種体験コーナーです。
「動作 シミュレーションゾーン」では、 入浴・ 排泄動作などについて、 機器・ 空間を変化させながら
本会会員のセラピスト尼寺謙仁さんと逢坂伸子さんに説明していただこうと思います。
盛 りだくさんな 実証実験住宅 ですが、 日ごろ高齢・ 障害者のために活動されている皆様に見学してい
ただき 、 忌憚 のない御意見を頂きたいと思います。 また今後、 住居改善に際しこの実験住宅を有効に
活用 していただきたいと 考えています。 飲み物やお菓子なども用意して、 参加者の交流、 懇親の機会
にもしたいと 考 えております 。 今回は懇親会（茶話会）の準備のため、 参加者の概数を把握しておき
たいと思います。事前にファックスにて参加の意向をお知らせいただきますようお願いいたします。

3 月 17 日（土）午後２時〜5 時

開催日時：

2007 年

開催場所：

吹田市千里山月が丘 22 番 2 号

関西大学月が丘住宅

阪急千里山線「千里山」駅下車徒歩 7 分

プログラム：

司会進行

馬場昌子 (関西大学 建築)

14：00 あいさつ 全体の見学
14：50 シミュレーションゾーンでの動作シミュレーション
15：30 2 階照明環境実験ゾーンで茶話会/17：00 終了
参 加 費 ：

会員 800 円

会員外 1500 円 （会員外のご参加を歓迎します）

申込み・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
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

----------------------------このまま FAX ください-----------------------------例会の参加申し込み書/06-6231-1277 に FAX ください
3 月 17 日の関西大学実証実験住宅見学 and 懇親会に参加します。
氏名
資格/勤務先

□会員（社員を含む）

□会員外

