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

2013年度

第１回

例会のお知らせ

福医建25年の活動をみんなで振り返る
ー 福医建研究会の活動25周年記念例会ー
ふくいけん研究会が活動を始めて、もう25年が経過したのだそうです。記念の例会は、25年の活動を振り
返り、これからの課題、方向性について皆さんと話し合う機会になればと考えます。
毎年5-6回の開催を続ける研究例会と住居改善の実践が福医建研究会の主要な活動ですが、これ以外に特筆
すべき活動として、阪神淡路大震災に際しての「仮設住宅の改善・工夫」、快居の会結成と事務局の設置、
共通言語化プロジェクトと「高齢者・障害者のための住居改善」出版、ケア連携型バリアフリー改修の補助
事業などがあります。その時々に中心的に活動された方々から、まずはそれらの活動について報告していた
だきます。そのあと今後の福医建研究会について語りあいたいと思います。
開催日時：

2013年

5月18日（土）

愛日会館

開催場所：

午後

２時〜 4時

５階やすらぎの間

大阪府大阪市中央区本町4丁目7-11

TEL 06-6264-4100

地下鉄御堂筋線 本町駅 4 番階段
地下鉄四つ橋線 本町駅25番階段
地下鉄中央線
本町駅17番階段
いずれの場所からも 徒歩5分

報

告：

快居の会結成までの住居改善活動

馬場健一

仮設住宅の改善・工夫―緊急調査報告と提言―

尼寺謙二

快居の会の結成と事務局の設置

高原克幸

共通言語化Ｐと高齢者・障害者のための住居改善の出版

佐藤和子

快居の会に作業療法士は理学療法士が参加

山下協子

今後の課題、方向性について話し合う

（司会/馬場昌子）

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
541-0046 大阪市中央区平野町1-2-3

info@fuku-i-ken.net

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

http://fuku-i-ken.net
＊

25年記念の例会に引き続きNPO法人福医建研究会2013年度通常総会を開催いたします。
本会の社員には、後日別便にて招集状をお送りいたします。ぜひご出席ください。個人会員
など他の会員の皆様には議決権はありませんが、オブザーバーとして例会に引き続きご参加
ください。福医建研究会の活動や運営に興味をお持ちいただき、社員や役員として活躍くだ
さる方が増えることを期待します。（総会後移動して懇親会も企画しています）

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

2013年度

例会のお知らせ

第２回

高齢社会イギリスと日本の福祉医療住宅
かねてよりお願いしておりました安田孝先生に、上記テーマでご講演いただけることになりました。
都市政策がご専門の先生に、わたくしどもの福祉医療住宅を統合的にとらえようという研究会の趣旨
に沿って、イギリスの都市政策についてご紹介していただき、かつての「揺りかごから墓場まで」と
いうスローガンが、この間どのように実現されたのか、されなかったのかについて、政策史を辿って
ご説明いただけることと思います。合わせて、同じ視点で、我が国の政策を紹介していただきます。
後半は、先生のご報告を踏まえ、我が国で高齢障害者を支援する活動に従事しておられる出席者の皆
様と話し合いたいと存じます。日ごろわが国は変だと思っておられる方、あるいは、わが国の支援の
在り方について何とかしたいとお考えの方も、こぞってご参加ください。
この後に続く３回の例会は、安田先生のご講演をベースに、実際に地域（難病のサポート・障害者支
援センター 、訪問看護ステーション) で支援活動をしておられる方に、ご報告いただく予定です。

開催日時：

2013年

8月10日（土）

午後

クレオ大阪南

開催場所：

大阪市平野区喜連西6-2-33

２時 〜 5

３Ｆ 研修室

大阪市立男女共同参画センター南部館

■地下鉄谷町線「喜連瓜破」駅（天王寺駅から12分）下車

講

師：

安田

孝先生

時

１番出口から北西へ徒歩約５分

（元/摂南大学建築学科教授）

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
541-0046 大阪市中央区平野町1-2-3

info@fuku-i-ken.net

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

http://fuku-i-ken.net
＊

2013年度年会費納入のお願い
加入者名

個人会員1000円

ふくいけん研究会

郵便振替で下記までお振込み下さい。

口座番号

00920-9- 93116

念のため通信欄に例会案内送信先のメールアドレスまたはFAX番号をご記入下さい。

福医建研究会では3000円/年の寄付会員を募集しています。寄付会員申込書を福医建事務局に請求ください。

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

2013年度

例会のお知らせ

第３回

神経筋難病患者（ALS）の在宅での素敵な生活
――QOLの軸をなすコミュニケーション支援を介して――
本年度第３回例会は、快居の会相談スタッフにも加わっていただいている、小林貴代（こばやしきよ）
さんに講師をお願いしました。自己紹介といっしょに、以下の講演趣旨をお寄せいただきました。
筋萎縮性側索硬化症（ALS：Amyotrophic Lateral Sclerosis）は、国の難治性疾患克服研究事業、
特定疾患治療研究事業対象５６疾患に含まれ、50代以上が8割を占める壮年の病気です。呼吸器装着
重度障害者の生活環境の実際について、またその生活を支えるコミュニケーション支援の実際につい
て紹介します。☆当日はコミュニケーション支援機器体験を予定しています。携帯用会話補助装置や
重度障害者意思伝達装置など持参します。お楽しみに（＾−＾）
Kobaレディースクリニック 理事

日本ALS協会近畿ブロック 副会長

森ノ宮医療大学・横山病院 非常勤講師

小林 貴代

認定作業療法士・介護支援専門員・福祉用具ﾌﾟﾗﾝﾅｰ・おむつフィッター

開催日時：

10月26日（土）

2013年

午後

クレオ大阪南

開催場所：

大阪市平野区喜連西6-2-33

２時 〜 5

時

３Ｆ 研修室

大阪市立男女共同参画センター南部館

■地下鉄谷町線（天王寺駅から12分）喜連瓜破駅下車

１番出口から北西へ徒歩約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
541-0046 大阪市中央区平野町1-2-3

info@fuku-i-ken.net

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

http://fuku-i-ken.net
＊

2013年度年会費納入のお願い（再掲）
加入者名

個人会員1000円

ふくいけん研究会

口座番号

郵便振替で下記までお振込み下さい。

00920-9- 93116

念のため通信欄に例会案内送信先のメールアドレスまたはFAX番号をご記入下さい。

福医建研究会では3000円/年の寄付会員を募集しています。寄付会員申込書を福医建事務局に請求ください。

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

2013年度

第４回

例会のお知らせ

訪問看護ステーションの活動を通じて地域の在宅環境を考える
2000年に介護保険制度が始まり、多くの訪問看護ステーションが地域で開設されていきました。しかし、
みなさまはその歴史や開設までの成り立ちについてご存知でしょうか。「訪問看護ステーションとは？」を
ふまえた上で、当事業所の活動についてお話ししたいと思います。
発表者である２人の作業療法士が所属する「千里津雲台訪問看護ステーション」は、作業療法士が起業した
訪問看護ステーションで、本社を吹田市内に、サテライトを大阪市と和泉市に置いています。２カ所のサテ
ライトでの業務を通して私たちは、「疾患・障害にあわせた住環境とは？」「バリアフリーの本来の意味と
は？」「住環境を変える事でその方の人生は変わるのか？」などを日々考えさせられています。
今回の例会では、私たちの業務活動より得られた見解を、事例を示しながら、みなさまと共に再考・検討し
ていきたいと思います。多くの皆様にご参加いただきたいと思います。
開催日時：
開催場所：

2013年

11 月 30 日（土）

午後

２時 〜 5

時

大阪市立 住まい情報センター ５階研修室
大阪市北区天神橋６丁目４−２０

TEL.06-6242-1160

・地下鉄「天神橋筋六丁目」
３号出口より連絡
・ＪＲ環状線「天満」駅から
北へ約650m

プログラム：
14：00〜15：00

訪問看護ステーションの歴史
リハビリ大阪支所からの報告
休憩

細本愛子 作業療法士／准看護師

15：00〜15：10
15：10〜16：10
16：10〜16：20
16：20〜17：00

リハビリ和泉支所からの報告
休憩
質疑応答 連絡事項

藤原太郎 作業療法士

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
541-0046 大阪市中央区平野町1-2-3

info@fuku-i-ken.net

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

http://fuku-i-ken.net
＊

福医建研究会では3000円/年の寄付会員を募集しています。寄付会員申込書を福医建事務局に請求ください。

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

2013年度

第５回

例会のお知らせ

障がい者の地域生活相談活動から

ー25年間を振り返ってー

今年の例会は、総会の「福医建25年の活動をみんなで振り返る」に始まり、会員の皆さまからの活動報告
が続きました。「高齢社会イギリスと日本の福祉医療住宅」では、居住保障が日本では政策課題にならず、
イギリスでは政策の主要な課題であったことを痛切に学びました。「神経筋難病患者(ALS)の在宅での素敵
な生活」では、プロが確かな支援を実施している頼もしさを学びました。「訪問看護ステーションの活動を
通じて地域の在宅環境を考える」では、具体的に高齢者・障がい者をどのように支援しているのか、課題も
含めて知ることができました。今回は、今年度の福医建例会の締めとして、福祉のど真ん中で活動してきた
箕浦佐知子さんに、25年間の仕事の内容を具体的に報告していただきます。
箕浦さんは「障がいのある人たちの福祉は、どのように変わってきたのでしょうか？
国際障害者年
（1981年）からの国際的な追い風ムードの中、1989年に新人ソーシャルワーカーとして現場に立ってか
ら、25年間の経過を振返ってみたいと思います。全く関心が無かった方にも、＜ああ、そういう風に経過し
てきたんかぁ〜、障害者福祉って…… ＞ と、ストーリーを感じていただけたらと思います。」と言ってお
られます。社会福祉の現場で、何がどのように変わってきたのか、今の課題は何かを共に考えましょう。

3月 15日（土）

午後

２時 〜 5

時

開催日時：

2014年

開催場所：

大阪市立 住まい情報センター ５階研修室
大阪市北区天神橋６丁目４−２０

TEL.06-6242-1160

・地下鉄「天神橋筋六丁目」
３号出口より連絡
・ＪＲ環状線「天満」駅から
北へ約650m

講

師：

箕浦佐知子さん

ソーシャルワーカー/聖ヨハネ学園障害者生活支援事業

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
541-0046 大阪市中央区平野町1-2-3

info@fuku-i-ken.net

略称 福医建研究会

TEL/FAX 06-6231-1277

http://fuku-i-ken.net
＊

福医建研究会では3000円/年の寄付会員を募集しています。寄付会員申込書を福医建事務局に請求ください。

