
　　　　　

 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　

2008年度　第1回  例会のお知らせ

良貨の反撃・・・良心的な人々のネットワーク化

̶ 当事者ニーズと専門家をつなぐ、それぞれの団体の連携 ̶

２００８年度第 1回例会のお知らせを致します。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２００８年度通常総会」を開催します。
そこで、記念講演として辻　一 (大阪脊髄損傷者協会会長) さんに表題のご講演をして
いただきます。この２０年ばかりの悪貨の跋扈振りは目に余ります。暮らしやすい住ま
い・まちを取り戻すためには、良心的な人々の踏ん張り、頑張りが必要です。辻　一さ
んには、当事者(団体) としての豊富な実践経験を踏まえて、良貨の反撃の方法や可能
性について大いに語っていただきます。そして、ふくいけん研究会の役割、会員一人ひ
とりの役割について一緒に考えてみませんか。会員外の方もお誘い合わせの上、多くの
方のご参加を期待しています。

開催日時：　　　　　　 2008年5月31日（土）午後２時～４時 　

開催場所：　学校法人福田学園　大阪リハビリテーション専門学校  6 階 講堂

 530-0043大阪市北区天満1-17-3　TEL06-6354-0091

天満橋駅（京阪電鉄・地下鉄谷町線）から天満橋を渡り、徒歩約8分。

大阪天満宮駅（JR東西線）、南森町駅（地下鉄堺筋/谷町線）JR２番出口から徒歩約9分。

　講　師：　　　　　辻　一 さん（つじ まこと/大阪脊髄損傷者協会会長）

　プログラム：　　　　　　　　　　　　　　司会　柳尚夫（福医建研究会理事/大阪府四条畷保健所長）

　2：00～　挨拶、講師紹介

　2：10～　記念講演　「良貨の反撃・・・良心的な人々のネットワーク化」

　3：40～　質疑応答、次回案内などの事務連絡

　4：00～　休憩、準備作業の後　NPO法人福医建研究会2008 年度通常総会

　参加費：　　　　会員800円　　　　会員外1500円 （会員外の参加歓迎します）　
　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　  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
＊

＜ 例会 (記念講演) に引き続き開催する NPO法人福医建研究会 2008 年度通常総会について ＞

本会の社員（正会員）には招集状、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も、議決権はありませんが引き続き総会にオブザーバー

として参加ください。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ます。

＊

例会受付にて、社員を含む年会費の徴収もいたします。社員 8000 円、個人会員 1000 円です。よろしく。

なお、郵便振替の場合、口座番号/00920-9-  93116　名義/ふくいけん研究会です。



　　　　　

 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　
2008年度　第2回  例会のお知らせ

　失敗事例に学ぶ 福祉用具の活用 1　車椅子編
　福祉用具の失敗事例を幅広く捉えると、いつのまにか使わなくなったり、かなり窮
屈な動きを強いられていたり、場合によっては身体に悪い状態のまま使っている場合
もあります。あるいは介護している家族に大変な思いをさせているかもしれません。
また事故を引き起こす場合もあります。
　それらを考えると福祉用具のフィッティングは、対象者の心身機能の確認にとどま
らず、実際の生活の場面で、居住する環境・家族や介護者の状況・希望する生活・生
活範囲の広がりなど、その方の生活の質への視点が重要となります。
　今回は作業療法士の立場から、車椅子の失敗事例について、フィッティングの技術
にとどまらず、失敗が生じる原因にまで踏み込んだ徹底討論・検証をしたいと考えて
います。福祉用具の力を信じ、もっと有効に活用したいと思っておられる方の積極的
な参加を期待します。また、日ごろ疑問に思っていることを会場で議論の材料として
提供して下さることを歓迎いたします。

開催日時：　　　　　2008年7月19日（土）　　午後２時～5時 
開催場所：　　　　　大阪府立 介護情報・研修センター　4階会議室にて受付
　　　　　　大阪府茨木市大住町8-11　阪急茨木市駅から北へ約700m（茨木保健所の上です）

プログラム：                                   　　　　　司会　山田隆人（大阪リハビリテーション専門学校）
13:30～14:00　　4階会議室にて受付・グループ分け　
14:00～15:40　　障害別の車椅子のフィッティングとそのポイント
15:50～16:50　　参加者による総合討議　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　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　｠ 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
2008年度年会費納入のお願い　個人会員1000円　法人団体3000円（社員には別途請求書お送りしています）
　郵便振替で左記までお振込み下さい。　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

通信欄に例会案内のお届け先のFAX番号、メールアドレスをご記入下さい。

この案内を転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。



　　　　

 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　
2008年度　第3回  例会のお知らせ

　緊急開催！＜やめないで！大阪府住宅改造助成＞
大東市における 住宅改造助成事業の効果検証
大阪府は高齢者と重度障害者に対する住宅改造助成を先進的に取組み、平成 4年度に
モデル事業を実施、平成5年度から助成事業を本格実施しています。
介護保険や障害者日常生活用具により、20万円までの住宅改修費は利用可能ですが、
バリアが多く存在する日本の家屋事情では20万円で出来る工事は限られます。これらの
制度を補てんするために上限80万円までの住宅改造助成は、高齢者や障害者が住み慣れ
た地域で暮らし続けるためには無くてはならない制度のはずです。
橋下知事によるプロジェクトでは、住宅改造助成事業も見直しの対象とされ、高齢者に
対する改造助成の予算はカットされ、障害者に対する改造助成だけが何とか残されました。
これも来年度にはどうなるのか非常に危うい状況です。
福医建研究会（快居の会事業部）の建築士は、平成 15年度から大東市の高齢者・重度
障害者住宅改造助成事業のアドバイザーとして関わってきました。大東市における住宅改
造助成の効果を検証し、この助成にモデル事業段階から関わり続けているＮＰＯとして、
事業の必要性、重要性について、しっかりとアピールしたいと思います。

開催日時：　　　　　2008年9月13日（土）　午後２時～5時 　
開催場所：　　　　　　　　大東市民会館　3階　中会議室
　　　　　　    大東市曙町４番６号　（京橋から快速9分、各停12分）JR住道駅 下車 徒歩１０分

　　

プログラム：                                   　　　　　司会　柳　尚夫（本会理事/大阪府四條畷保健所所長）
14:00～15:20　　大東市における住宅改造助成事業の効果を検証する
15:30～16:10　　NPO福医建研究会/快居の会の建築士の活動
16:10～16:50　　参加者による総合討議　　　　　　引き続き連絡事項/17：00 終了

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　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　｠ 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
再掲  2008年度年会費納入のお願い　個人会員1000円　法人団体3000円（社員には別途請求しています）
　郵便振替で左記までお振込み下さい。　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

通信欄に例会案内のお届け先のFAX番号、メールアドレスをご記入下さい。

この案内を転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。



　　　　

 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　
2008年度　第4回  例会のお知らせ

大阪くらしの今昔館見学＋住居改善に関わる住宅の知識
＜江戸時代～昭和のくらしとすまいを見学、構造や間取りについて学ぶ＞

「医療福祉系の会員に住居改善に関わる住宅の知識を教えて」という、訪問リハビリを担当
する作業療法士さんのリクエストから、この見学＋講習の企画が生まれました。
住まいのミュージアム「大阪くらしの今昔館」は大阪の江戸時代の町屋を再現、明治以降の
くらしと住まいも模型などを駆使して紹介しています。８階で受付を済ませ、エスカレータ
などで10階に上り、まず大阪の町屋を上から眺めます。９階に降りて、建具屋、小間物屋、
呉服屋、風呂屋、本屋、合薬屋などをみて歩きます。裏長屋や、町会所もあります。
ボランティアスタッフによるガイドツアーも、風呂屋シアターもあります。会所の屋根裏の
構造を見学したり、快居の会スタッフなど建築系の会員による説明も予定しています。８階
に下りると、明治期以降の代表的な住まいと暮らしぶりが模型、からくり錦絵などで再現さ
れています。じっくりみているといくら時間があっても足りません。
たっぷり時間をとっていただきたいので、1時スタート（2時間 50分見学）と、２時スタート
（1時間 50分見学）の時間差で受付をいたします。４時からは５階研修室に移動し見学で得た
イメージをもとに、住居改善に関わる住宅の知識について学んでいただきたいと思います。

開催日時：　　　　2008年11月22日（土）　午後1時/または2時～5時 　
開催場所：　　大阪くらしの今昔館　　8Ｆにて受付（4時からは5Ｆ研修室）
　　　　　　　大阪市北区天神橋６丁目4-20　すまい情報センター８階　TEL06-6242-1170

天六交差点の南東側すぐ（商店街の東側、すまい情報センター8Ｆ～10Ｆ）
地下鉄・阪急の天神橋筋６丁目駅下車、地下通路から 3号出口が地階に連絡

プログラム：

受付　　8階エレベータ前にて、１時まで　または　２時までに受付を完了
見学　　大阪くらしの今昔館に 団体として入場、10階、9階、8階を見学 /3時 50分頃まで

＜5階研修室に移動し、午後４時から＞　　　　

研修　　「住居改善に関わる住まいの知識」研修会 　＋連絡事項/5時終了

参 加 費 ：　団体入場料を含み　会員800円　会員外1500円 （会員外の参加、入会を歓迎）

　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　｠ 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
再々掲  2008年度年会費納入のお願い　個人会員1000円　法人団体3000円（社員には別途請求しています）
　郵便振替で左記までお振込み下さい。　加入者名　ふくいけん研究会　　口座番号　00920-9-   93116　

通信欄に例会案内のお届け先のFAX番号、メールアドレスをご記入下さい。

この案内を転送して住居改善に関心のある方をお誘いください。



　　　　　

 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　
2008年度　第5回  例会のお知らせ

失敗事例に学ぶ 福祉用具の活用２　杖・歩行器編　

７月 19日の例会は、ヒヤリハットやアクシデントについての総論と、実技をふまえて車椅子に
ついて検討しました。今回はその第２弾として、杖と歩行器・歩行車についての検討を千里山の
関大月ケ丘実験住宅で行います。実際に対象者のみな様から伺った、ヒヤリ・ハット話を中心に
紹介し、実技は前回より少し乏しくなるかもしれませんが、どのようにすれば、今後そのような
事が防げるのかを、作業療法士の立場で環境・福祉用具・対象者の認知面など、さまざまな観点
から話をしたいと思います。健常な高齢者も一般的に使用する用具ですので、自分たちの今後の
ためにも………様々な職種のみな様による多面的な視点での議論をしたいと思います。

開催日時：　　　　　2009年1月31日（土）　　午後２時～5時 
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
　　　　　　　　　　　　　阪急千里線「千里山」駅下車徒歩7分

　　　

関大月ケ丘住宅は、阪急千里線「関大前」の次の駅、「千里山」から東側を線路沿いに北へ歩き、
突き当たり（跨線歩道橋のところ）を右へ、急な坂を登り少し下った左側、黒い外壁の建物です

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　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　｠ 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

＊

福医建研究会からのお願い
福医建研究会では、これまで例会案内などをNTTコミニケーションの同報通信 iFaxで送信しておりましたが、
パソコンのメールアドレスでの送信を登録いただいている会員から、PDF画像ファイルを添付したBCCメー
ルによる送信にに切り替えています。これにより,これまで夜間割引でも19円の通信費がかかっていたものが
無料となりますので、メール登録の会員には、「より多くの情報」をお伝えすることが可能になります。
ただし、個別の宛名が付きませんので、「福医建研究会会員の皆様」で確実にご本人に届くパソコン環境が必要
です。また多数の宛先に同時に配信しますので、迷惑メールとして排除される危険があります。
これまでＦＡＸで例会案内をお届けしている会員で、PDF画像を添付したメールを受信出来るパソコン環境の
ある会員は、メールアドレスをお知らせいただき、メールによる送信に切り替えさせていただきたいと思います。

ＦＡＸ から パソコンメール への変更が可能な会員は
メールアドレス  fukuiken@crest.ocn.ne. jp　またはFAX 06-6231-1277  にて

福医建研究会事務局宛に、メールアドレスをお知らせください。

すでにメールでお送りしている会員で、この変更で受信出来ないなど不都合な場合もご連絡下さい。ＦＡＸに変更いたします。



　　　　　

 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　
2008年度　第6回  例会のお知らせ

福医建研究会イギリス・デンマーク視察旅行報告
＜ ロンドンとコペンハーゲンの居住生活支援の現状 ＞

福医建研究会では 3月3日から12日まで10日間の日程で、第2回の海外視察旅行を
企画しました。訪問先はイギリスのロンドンとデンマークのコペンハーゲンです。
２つの都市で、もっぱら高齢者・障害者の在宅生活の支援がどのように進められている
かを、しっかり見てきたいと思います。大きなNPOが活動しているイギリスと、公的
な支援が中心のデンマークの違いを比較出来るのではないかと、興味深く思ってます。
視察旅行後は、例会まであまり時間がないので、まとまりのある報告が出来るのか不安
ではありますが、例会に各分野の参加者に多数出席いただき、映像をたくさん使った、
臨場感のある報告が出来ればと思っています。多数のご参加をお願い致します。

開催日時：　　　　 2009年3月28日（土）　　午後２時～5時 
開催場所：　　　　 大光電気  ライティング・コア大阪　（例会の前後はショールームも見学下さい）

大阪市中央区高麗橋3-2-7高麗橋ビル1F　 TEL06-6222-6224
　　 　　　　

　

地下鉄  御堂筋線淀屋橋駅 11番出口/東北東へ徒歩 2分  堺筋線北浜駅 6番出口/西へ徒歩 5分

参 加 費 ：　会員800円　　会員外1500円 （会員外の参加、ならびに入会を歓迎します）　
　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　｠ 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

＊

福医建研究会からのお願い＜再掲＞
福医建研究会では、これまで例会案内などをNTTコミニケーションの同報通信 iFax で送信しておりましたが、パソコンの

メールアドレスでの送信を登録いただいている会員から、PDF画像ファイルを添付したBCCメールによる送信にに切り替え
ています。これにより、これまで夜間割引でも 19円の通信費がかかっていたものが無料となりますので、メール登録の会員
には、「より多くの情報」をお伝えすることが可能になります。
ただし、個別の宛名が付きませんので、「福医建研究会会員の皆様」で確実にご本人に届くパソコン環境が必要です。

また多数の宛先に同時に配信しますので、迷惑メールとして排除される危険があります。
これまでＦＡＸで例会案内をお届けしている会員で、PDF画像を添付したメールを受信出来るパソコン環境のある会員

は、メールアドレスをお知らせいただき、メールによる送信に切り替えさせていただきたいと思います。

ＦＡＸ から パソコンメール への変更が可能な会員は
メールアドレス  fukuiken@crest.ocn.ne.jp　またはFAX 06-6231-1277  にて

福医建研究会事務局宛に、メールアドレスをお知らせください。
すでにメールでお送りしている会員で、この変更で受信出来ないなどの不都合がある場合もご連絡下さい。ＦＡＸに変更いたします。


