
15:00～16:30
感染症対策講座

「施設における感染症対策と
集団感染防止のための実技」

講師/前永和枝 先生（まろにえ老健看護部長）
講師/永山由香 先生（鹿屋医療センター）　　 

10:30～12:00
口腔ケア講座

「在宅・施設における
高齢者のための口腔ケア」
講師/犬井美香 先生

（鹿児島県歯科衛生士会会員）

13:00～14:30
健康対策講座

「健康寿命を延ばす新ビフィズス菌
～腸から若返る！画期的なビフィズス菌とは？～」

講師/松本光晴 先生
（協同乳業株式会社 研究室 技術開発グループ 主任研究員）

13:30～17:30
子どものための福祉用具体験会＆ミニセミナー

「子どもから大人まで、触れてみよう！乗ってみよう！感じてみよう！
～活動を広げるために～」

快護生活フェス テーマ 高齢者や障がい者の生活に役立つ福祉用具をもっと身近に!

定 員

  200
名様

要
予
約

実際のご利用者情報・ケアプランをもとに、3名の福祉用具専門相談員が福祉用具プランを作成し
発表する企画。住宅改修と福祉用具を活用したプランで、どこまで効果的に生活目標の達成を支援
できるのか？経験豊かな内田先生のコーディネートのもと、会場の皆さんと一緒に最良のプランを
考えてみたいと思います。

超高齢社会に突入しているわが国で、＜褥瘡対策＞は避けて通れない課題です。さらに、褥瘡との鑑別が必要な皮膚裂
傷＜スキンテア＞は高齢者特有の皮膚障害であり、今最も注目を集める問題となっています。このセミナーでは経験豊
かなWOC認定看護師が、褥瘡予防にも繋がる同病態の予防とケアについて分かり易く解説します。

福祉用具/住宅改修導入
公開事例検討会

「“スキンテア”ってなに？？

2階 中ホール 10：00～12：00

特別コーディネーター

内田 正剛 先生
うち　 だ せい　ごう

【講師プロフィール】
昭和44年熊本県生れ。平成３年長崎大学医療技術短期大学部卒業後、佐賀リハビリテーション病院勤務。平
成６年にしくまもと病院勤務。平成16年より現職。訪問看護ステーションにて在宅リハビリテーションを実
践中。作業療法の視点から施設ケアのコンサルタントなどにも従事。これまで福祉用具メーカーの機器開発
協力や介護ショップにおける住宅改修・福祉用具選定のアドバイザーなどを経験する。平成24年３月、熊本
保健科学大学 大学院 保健科学研究科 保健科学専攻修士取得。
主な社会活動としては、一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会 理事、一般社団法人 熊本県作業療法
士会 会長など。
著書としては、『テクニカルエイド－生活の視点で役立つ選び方・使い方』共同執筆2014三輪書店　など。

【講師プロフィール】
皮膚・排泄ケア認定看護師、ストーマ認定士。
1984年8月、東京医科大学看護専門学校 看護進学科卒業。
2006年11月、日本赤十字看護大学 看護実践・教育・研究フロンティアセンター 創傷・オストミー・
失禁（WOC）看護 卒業。
1981年４月、東京医科大学病院に勤務後、今給黎総合病院のクオリティコントロールセンター 褥瘡管
理課に勤務し、現在に至る。

㈱くますま（熊本住まいづくり研究所）
一般社団法人熊本県作業療法士会 会長
作業療法士／福祉用具プランナー

特別企画

～褥瘡予防に繋がるスキンテア対策を学ぶ～」

～環境が心身機能・活動に及ぼす影響を考えて～」

福祉用具の日2015/福祉機器展&セミナーinかごしま

講　師
今給黎総合病院  褥瘡管理者  皮膚・排泄ケア認定看護師

下前 百合香 先生
しも　 まえ ゆ 　　り　 　か

「認知症ケアの歴史から学ぶチームケア
～チームで仕事をすることの意義～」

講　師

林田 貴久 先生
はやし  だ　　  たか　ひさ

特別養護老人ホーム 鹿屋長寿園 施設長
社会福祉士・認知症ケア専門士

10/10
（土）

10/11
（日）

定 員

  200
名様

要
予
約

定 員

  100
名様

要
予
約

褥瘡予防対策セミナー 参加費1,000円

２階 中ホール 13：00～14：10第一部

脳梗塞など様々な疾患から医療・介護を必要とする方は、ベッドや車いす上で身体が麻痺側に傾いたり、不良姿勢によ
り褥瘡・拘縮の発生リスクが高まったりと多くの問題に悩まされています。本セミナーでは医療・介護の現場ですぐ活
用できる、ベッド上の安全なポジショニングや車いすシーティングの基本について学びます。2014年・褥瘡学会教育
講演講師とWOC認定看護師講座の講師を務められた先生の講義と実演は必聴・必見です！

「ベッド・車いすでの褥瘡予防ケア

【講師プロフィール】
理学療法士、生活環境専門理学療法士、福祉用具プランナー。
平成元年、行岡保健衛生学園医学技術学校リハビリテーション科卒業。
和歌山赤十字病院（現日本赤十字社和歌山医療センター）勤務。
辻秀輝整形外科に勤務後、訪問リハビリテーション、デイケアに従事。
平成10年より、誠佑記念病院診療技術部リハビリテーション室室長に就任、現在に至る。

【講師プロフィール】
現職 公益財団法人 テクノエイド協会 企画部 参与。
シンクタンク、福祉用具卸企業勤務を経て、現職。
2011年度より福祉用具・介護ロボット実用化支援事業等を担当。

講　師
誠佑記念病院（和歌山） リハビリテーション室長
理学療法士

北出 貴則 先生
きた     で　　 よし    のり

講　師
公益財団法人 テクノエイド協会  参与

加藤 智幸 先生
か     とう　　 とも    ゆき

２階 中ホール 14：30～16：30第二部

A-1

G-2

今最も注目されているのが、わが国のロボット介護機器（介護ロボット）の開発・実
用化支援とロボット新戦略。国内だけでなく国外の介護事業者も高い関心を持つ介護
ロボット。国からの受託事業＜介護ロボット実用化支援事業＞を進めているテクノエ
イド協会が、開発状況や介護ロボットの今後について詳しく解説します。

介護ロボット講座
「介護ロボットの開発・普及に関する取り組みと今後の方向性」

H-2

C-2 《認知症ケア対策講座》

認知症高齢者には多職種協働で継続的に支援していくチーム
ケアが不可欠です。この講座では、認知症ケアのプロである
講師に、自らの経験を基にチームアプローチの重要性をお話
して頂きます。

３階 大研修室 第１
12：30～14：00

定 員

 100
名様

要
予
約10/10

（土）

「施設における感染症対策と
集団感染防止のための実技」

講　師
前永 和枝 先生
まえ　なが　　 かず    え

まろにえ介護老人保健施設 看護部長
感染管理認定看護師

永山 由香 先生
なが　やま　   　ゆ　  か

県民健康プラザ鹿屋医療センター
感染管理認定看護師

E-3 《感染症対策講座》

患者様や医療・介護従事者だけでなく、施設における全ての人を
守るためにも感染症とその対処法を学ぶ事は重要です。ここでは
経験豊かな二人の感染管理認定看護師に、主な感染症についての
必要な知識と、集団感染を防ぐ為の用具を使った実技で指導して
頂きます。特に病院・施設の皆さんは必聴・必見です！

４階 大研修室 第４
15：00～16：30

定 員

 100
名様

要
予
約10/10

（土）

「施設におけるチーム
マネジメントと組織の作り方」

H-1 《組織力向上講座》

あなたの施設・部署のチーム力は何点ですか？患者様、ご利
用者様に喜ばれ、選ばれる施設を作るには多職種がチームと
して機能し、個々が成長できる環境でなければなりません。
これまで、病院・施設の部門管理者として、現在は介護施設
の経営者として豊富な知識と経験を持つ講師が、チーム力を
高めるための秘訣や実践法をアドバイスします。特に部門管
理者、リーダーを目指す皆さんは必聴です！

３階 大研修室 第１
10：00～12：00

定 員

 100
名様

要
予
約10/11

（日）

「その人らしい生活を支える
退院支援のための環境調整法」

講　師

内田 正剛 先生
 うち    だ　　  せい　ごう

㈱くますま（熊本住まいづくり研究所）
一般社団法人熊本県作業療法士会 会長
作業療法士／福祉用具プランナー

講　師

川本 愛一郎 先生
 かわ　もと　　あい　いち　ろう

（有）リハシップあい 代表取締役
作業療法士・言語聴覚士

「認知症と排泄ケア
～認知症に惑わされていませんか？～」

H-3 《高齢者排泄ケアセミナー》

コンチネンスアドバイザーとして活躍されている先生に、実
際の事例を通して認知症と排泄ケアとの関係や、すぐに現場
で活かせる知識・技術をアドバイスして頂きます。特に、介
護・看護職の皆さんは必聴です！

３階 大研修室 第１
15：30～17：00

定 員

 100
名様

要
予
約10/11

（日）

講　師

今丸 満美 先生
 いま　まる　　  ま　　み

（有）エルム 代表取締役
日本コンチネンス協会 九州支部長
コンチネンスアドバイザー・看護師

「インテリア・リハビリテーション
～ケアに活かす環境づくり～」

I-1 《職場環境改善講座》

皆さんの施設の生活環境づくりは満足できるものですか？
今、各方面から注目される人気講師が、施設においてQOL
を左右する家具の選び方・設置方法から、効率的でリスク回
避できる整理収納術まで、北欧高齢者施設も参考にしながら
分かり易くアドバイスします。昨年、大好評につき今年も開
催！

３階 中研修室 第1
10：00～12：00

定 員

 50
名様

要
予
約10/11

（日）

講　師

（株）リハブインテリアズ 代表取締役
理学療法士/インテリアコーディネーター

C-3 《セラピストに学ぶ！》

退院支援において大切な要素のひとつが住環境整備。住み慣
れた自宅で、出来る限りその人らしい生活を継続するには住
宅改修と福祉用具の活用が不可欠です。現役のセラピストと
して、福祉用具プランナー・アドバイザーとして高名な講師
が、自身が手掛けた実際の環境整備の実例を紹介しながらそ
の基本とアイデアを解説します。

３階 大研修室 第１
15：00～16：30

定 員

 100
名様

要
予
約10/10

（土）

「介護保険制度勉強会・意見交換会
～もっと話そう、現場のケアマネジメント～」

講　師

小島 操 先生
　こ    じま　  みさお

NPO法人東京都介護支援専門員研究協議会
副理事長
社会福祉士 精神保健福祉士
介護支援専門員

D-3 《ケアマネジメント勉強会》

介護保険制度改正から半年、ケアマネジメントの現場では
様々な課題や問題点が浮き彫りになってきています。この勉
強会は、現役ケアマネでもある小島先生に座長をお願いし、
ケアマネジメントの現場における皆さんの悩みや疑問に直接
アドバイスを頂く企画です。この貴重な機会、少人数開催で
すのでご予約はお早めに！

３階 中研修室 第１
15：30～17：00

定 員

 30
名様

要
予
約10/10

（土）

「高齢者支援における    
薬剤管理と多職種連携」

講　師

沼田 真由美 先生
ぬま　た　  　ま　 ゆ 　み

福元薬局 薬剤師
公益社団法人鹿児島県薬剤師会
常務理事

E-2 《医療・介護連携講座》

高齢者支援において薬剤師と看護師・ケアマネージャー等の
医療・福祉関係者との連携は不可欠です。施設・在宅におけ
る薬剤・服薬管理法、社会問題にもなっている「残薬」、在
宅調剤、高齢者に多く処方される薬剤の効果と副作用など、
高齢者のADL・QOLに大きく係わる薬剤に関する知識と薬
剤師との連携はとても重要なのです。経験豊かな薬剤師が、
どのように多職種連携すべきかアドバイスします。

4階 大研修室 第4
12：30～14：00

定 員

 100
名様

要
予
約10/10

（土）

B-1

認知症サポーター養成講座
「認知症の基本を学ぼう！」

C-1

この講座で認知症の基本を正しく理解して、ご本人やその家族を温かく見守る応援者「サ
ポーター」になりましょう。参加者全員にサポーターの証＜オレンジリング＞が授与されま
す。

10：00～11：30
講　師
公益社団法人認知症の人と家族の会
鹿児島県支部 代表

常見 裕之 先生
つね　　み　　　ひろ　ゆき

口腔ケア講座
「在宅・施設における高齢者のための口腔ケア」

D-1

要介護高齢者にとって、「誤嚥性肺炎」「口腔の乾燥」「口腔機能の低下」を予防する口腔
ケアは安全を確保するためにとても大切です。口腔ケアのエキスパートに現場で活用できる
知識を学びましょう。

10：30～12：00
講　師
田中歯科医院 歯科衛生士
公益社団法人鹿児島県歯科衛生士会会員

犬井 美香 先生
 いぬ   い　 み 　 か

健康対策講座  「健康寿命を延ばす新ビフィズス菌
～腸から若返る！画期的なビフィズス菌とは?～」

D-2

加齢やストレスによって減少するビフィズス菌。健康を維持するためには大切な菌ですが、ビフィ
ズス菌にも多くの種類があります。この講座では、画期的な新ビフィズス菌を長年研究し発表した
研究者でもある講師が、研究・開発の際の「うんち」裏話を交えて楽しく分かり易く解説します！

13：00～14：30

講　師
協同乳業株式会社 研究室
技術開発グループ 主任研究員

松本 光晴 先生
まつ　もと みつ　はる

ターミナルケア対策講座
「在宅におけるターミナルケアを考える」

E-1

在宅におけるターミナルケアは今後ますます重要な社会的ニーズです。一人ひとりの人生に敬意を払
い、人生の最期をより良いものにしたい。「寄り添う看護・介護を実践する」とはどういうことなの
でしょうか？訪問看護師として経験豊かな講師が、自身の支援経験を挙げてアドバイスします。

10：00～11：30
講　師
訪問看護ステーションかりん 代表
鹿児島県訪問看護ステーション協議会会員

森　恵 先生
もり めぐみ

10
月
10
日
土  

入
場
無
料

10
月
11
日
日  

入
場
無
料

大ホール
展示ロビー

9:30～18:00　最新福祉機器の展示・体験会

２階

9:00～17:00
「福祉用具と介護の相談コーナー」
鹿児島県介護実習・普及センター

13:00～14:30
感染症対策講座
「感染症対策と環境整備

～模擬吐物を用いた処理実習を含めて～」
講師/櫻井かおり 先生

（サラヤ株式会社 学術部 学術病專課）

12:30～14:00
医療・介護連携講座

「高齢者支援における薬剤管理と多職種連携」
講師/沼田真由美 先生

（鹿児島県薬剤師会 常務理事）

10:00～12:00
シニアのための化粧講座

「加齢をあやつる華麗なメイク術～実技を交えて～」
講師/原口裕未 先生

（氣粧院 主宰 化粧療法士）

12:30～14:00 
認知症ケア対策講座

「認知症ケアの歴史から学ぶチームケア
　～チームで仕事をすることの意義～」

講師/林田貴久 先生
（特養 鹿屋長寿園 施設長）

10:00～11:30
認知症サポーター養成講座
「認知症の基本を学ぼう！」

講師/常見裕之 先生
（認知症の人と家族の会
鹿児島県支部 代表）

10:00～11:30
ターミナルケア対策講座

「在宅におけるターミナルケアを考える」
講師/森　恵 先生

（訪問看護ステーションかりん 代表
鹿児島県訪問看護ステーション協議会会員）

10:00～12:00
福祉用具/住宅改修導入・公開事例検討会

「みんなで一緒に考えよう！その人らしい生活を実現する
生活環境整備のプランニング」　

コーディネーター/内田正剛 先生
（株式会社くますま・熊本住まいづくり研究所 熊本県作業療法士会 会長）

9;30～12:30
介助技術教室（実技）

「知って得する人にやさしい動作介助テクニック」　
講師/ナチュラル・ハートフルケアネットワーク鹿児島

13:00～14:30
介護保険制度講演会

「制度改正から半年を経過して～
これからのケアマネジメントに求められる事」

講師/小島操 先生
（東京都介護支援専門員研究協議会 副理事長）

中ホール

介護実習室

大研修室 第１

中研修室 第１

大研修室 第４

小研修室 第２

介護実習
普及センター
展示場

３階

４階

１階

15:00～16:30
セラピストに学ぶ！

「その人らしい生活を支える
退院支援のための環境調整法」

講師/内田正剛 先生
（株式会社くますま・熊本住まいづくり研究所 熊本県作業療法士会 会長）

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

A-2
15:30～16:30

鹿児島から誕生した新時代のヒーロー！
「薩摩剣士隼人と遊ぼう！＆撮影会」

E-2

A-1

B-1

C-2 C-3

先着
200名

F-1

E-1

F-2

【 10月10日土 】 【 10月11日日 】

D-2 15:30～17:00 
ケアマネジメント勉強会
「介護保険制度勉強会・意見交換会

～もっと話そう、現場のケアマネジメント～」
講師/小島 操 先生

（東京都介護支援専門員研究協議会 副理事長）

D-3D-1

E-3

15:30～17;00  
「未来に備える！公的介護保険に
完全連動する民間介護保険とは」

講師/石川潤二 先生
（朝日生命保険相互会社
商品開発部 商品教育課長）

10:00～12:00
組織力向上講座

「施設におけるチームマネジメントと組織の作り方」
講師/川本愛一郎 先生

（有限会社リハシップあい 代表取締役）

13:00～14:30
介護ロボット講座

「介護ロボットの開発・普及に
関する取り組みと今後の方向性」

講師/加藤智幸 先生
（公益財団法人テクノエイド協会 参与）

大ホール
展示ロビー

9:30～17:30　最新福祉機器の展示・体験会

２階

9:00～17:00
「福祉用具と介護の相談コーナー」
鹿児島県介護実習・普及センター

13:00～14:30
多職種協働講座

「退院支援のための多職種連携」
講師/久保優枝 先生

（森園病院 地域連携室
鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会）

13:00～14:30
排泄ケア特別セミナー
「おむつフィッターが選ぶ
紙おむつと正しい装着法」

講師/大嘉田さとみ先生・白崎初美 先生
（おむつフィッター1級講師）

10:30～12:00
摂食嚥下対策講座　

「摂食嚥下障害のメカニズムと効果的な訓練について」
講師/田場　要 先生

（国立病院機構 鹿児島医療センター
鹿児島県言語聴覚士会 副会長）

10:00～12:00
職場環境改善講座

「インテリアリハビリテーション
～ケアに活かす環境づくり～」
講師/池田由里子 先生　

（株式会社リハブインテリアズ 代表取締役）

10:00～12:00
介護支援専門員協会鹿児島 特別講演会

「今さら聞けない！だけど聞きたい！ケアプランに活かす高齢者の考え方と実践
～生活機能（心身機能・活動・参加）に働きかけるリハビリテーション～」

講師/森山由香 先生
（広島県介護支援専門員協会 副会長）

13:00～14:10
褥瘡予防対策セミナー（第一部）
「“スキンテア”ってなに？？
～褥瘡予防に繋がるスキンテア対策を学ぶ～」
講師/下前百合香 先生
（今給黎総合病院 褥瘡管理者）

14:30～16:30
褥瘡予防対策セミナー（第二部）
「ベッド・車いすでの褥瘡予防ケア

～環境が心身機能・活動に及ぼす影響を考えて～」
講師/北出貴則 先生

（誠佑記念病院 リハビリテーション室長）

中ホール

介護実習室

大研修室 第１

中研修室 第１

大研修室 第３

介護実習
普及センター
展示場

３階

４階

１階

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

I-2

G-1

I-1

J-2 15:30～17:00
「転倒予防のための体力評価・
歩行補助用具の選び方」
講師/弥栄博文 先生

（ザ王病院 リハビリテーション科長
鹿児島県理学療法士協会 理事）

J-3

H-2
15:30～17:00

高齢者排泄ケアセミナー
「認知症と排泄ケア

～認知症に惑わされていませんか？～」
講師/今丸満美 先生

（日本コンチネンス協会九州支部 支部長）

H-3H-1

I-3

J-1

C-1

G-2

定員30名様要予約

予約不要

定員50名様要予約

定員50名様要予約

定員100名様要予約

「未来に備える！公的介護保険に
完全連動する民間介護保険とは？」

I-3

限られた国の財源の中で、今後ますます厳しくなる社会保障制度。介護保険も例外ではな
く、今年より所得により自己負担割合が増えたりと制度は少しづつ変化していきます。この
講座では大手生命保険会社が商品開発した「民間介護保険」について情報提供します。一般
の方はもちろん、全ての職種の皆さんが知ってて損しない情報です。

摂食嚥下障害への対応は、栄養支援だけではなく、誤嚥性肺炎や窒息事故防止のためにも必
要です。経験豊かな言語聴覚士の講師が、基礎から現場で活かせる訓練法まで解り易くアド
バイスします。

15：30～17：00
講　師
朝日生命保険相互会社
商品開発部 商品開発課長

石川 潤二 先生
いし　かわ じゅん　じ

講　師
国立病院機構 鹿児島医療センター
鹿児島県言語聴覚士会 副会長

田場 要 先生
た　　ば かなめ

定員50名様要予約

定員100名様要予約

多職種協働講座
「退院支援のための多職種連携」

摂食嚥下対策講座
「摂食嚥下障害のメカニズムと効果的な訓練について」

J-2

患者様の医療機関から在宅への円滑な移行を進めていくには多職種が協働して行う事が重要
です。この講座では経験・知識の豊富な講師が、実際の事例を示しながら医療と介護の理想
的な連携とはどのようなものかを解説します。ケアマネージャー、介護サービス関係者は必
聴！

13：00～14：30
講　師
森園病院 地域連携室
鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会会員

久保 優枝 先生
く　　ぼ まさ　 え

定員100名様要予約

福祉用具選定講座
「転倒予防のための体力評価と歩行支援用具の選び方」

J-3

高齢者の転倒事故を効果的に予防するには、転倒の危険性に対する体力・歩行評価の手法を
持つことが重要です。経験と知識豊富なセラピストから、有効な評価法とレベルに応じた歩
行補助用具の正しい選び方を学びましょう。

15：30～17：00
講　師
ザ王病院リハビリテーション科長
公益社団法人鹿児島県理学療法士協会理事

弥栄 博文先生
み　　え ひろ　ふみ

定員100名様要予約

シニアのための化粧講座
「加齢をあやつる華麗なメイク～実技を交えて～」

F-1

「化粧を介して心の支援までおこなう」のがセラピーメイク。今全国で注目されている話題の講
師が、今回は主にシニアのためのメイク法や、傷やあざなどをメイクカモフラージュする技術な
どを実演で指導・アドバイスします。一般の方から専門職の皆さんまで、これは見逃せない！

10：00～12：00
講　師
氣粧院 主宰
化粧療法士

原口 裕未 先生
はら　ぐち ひろ　 み

定員40名様要予約

感染症対策講座「感染症対策と環境整備
～模擬吐物を用いた処理実習を含めて～」

F-2

今年もまもなく感染症が多く発生する季節がやってきます。あなたの施設の予防と対策は万
全ですか？間違ったマニュアルになっていませんか？今回のセミナーで感染症対策の専門家
から最新の情報を頂き、実技による正しい予防法と対処法を学んで備えましょう！

13：00～14：30
講　師
サラヤ（株）学術部 学術病專課

櫻井 かおり先生
さくら   い

定員40名様要予約

定員100名様要予約

日本福祉用具供給協会会員
（株）カクイックスウィング
おむつフィッター１級

日本福祉用具供給協会会員
（株）カクイックスウィング
おむつフィッター１級

大嘉田 さとみ 先生
おお　か 　だ

白崎 初美 先生
しら  さき はつ  み

講　師

排泄ケア特別セミナー
「おむつフィッターが選ぶ紙おむつと正しい装着法」
あなたは「その人にとって気持ち良い排泄」を考えて支援していますか？紙おむつの種類は
非常に多く、その選択や使い方によってはご利用者の気持ちを無視したケアになってしまい
ます。この講座ではメーカー各社の商品特性を熟知した排泄のプロが、ご利用者に合った紙
おむつの選び方と正しい装着法をアドバイスします！

I-2 13：00～14：30 定員50名様要予約

３階 大研修室 第１ 13：00～14：30
10/11
（日）

9:30～16:30
子どものための福祉用具体験会＆ミニセミナー

「子どもから大人まで、触れてみよう！乗ってみよう！感じてみよう！～活動を広げるために～」

介護技術教室（実技）
「知って得する人にやさしい動作介助テクニック」
今のやり方で大丈夫ですか？無理な体勢での力まかせな介助は、腰痛や腱鞘炎など、身体を
痛める原因になります。介護技術のプロ集団が、ご本人も楽で介護者も負担の少ない動きの
コツを分かり易く伝授します！

9：30～12：30

「子どもから大人まで 触れてみよう！乗ってみよう！
感じてみよう！～活動を広げるために～」

子どものための福祉用具体験会＆ミニセミナー

この展示会では「子供のための福祉用具」を全国から集めてみました。最新の車いす、リフト、クッ
ションなど、家族みんなで見て触って試してみて下さい。福祉用具を上手に活用するためのミニセミ
ナーも予定しています。大人も子どもも一緒に体験してみましょう！

「子どもから大人まで 触れてみよう！乗ってみよう！
感じてみよう！～活動を広げるために～」

子どものための福祉用具体験会＆ミニセミナー

この展示会では「子供のための福祉用具」を全国から集めてみました。最新の車いす、リフト、クッ
ションなど、家族みんなで見て触って試してみて下さい。福祉用具を上手に活用するためのミニセミ
ナーも予定しています。大人も子どもも一緒に体験してみましょう！

13：30～17：30

ナチュラル・ハートフルケア
ネットワーク鹿児島

2階介護実習室

予約不要

ナチュラル・ハートフルケア
ネットワーク鹿児島

2階介護実習室
9：30～16：30

参加費500円

参加費500円

鹿児島から誕生した新時代のヒーロー！「薩摩剣士隼人と遊ぼう！＆撮影会」鹿児島から誕生した新時代のヒーロー！「薩摩剣士隼人と遊ぼう！＆撮影会」
2階 中ホール 15：30～16：3010/10

（土）

先着200名様

講　師 ナチュラル・ハートフル
ケアネットワーク鹿児島

J-1 10：30～12：00

池田 由里子 先生
いけ  　だ ゆ　　り　　こ

参加費500円

入場無料！ 家族みんなで会いに来
てね！

家族みんなで会いに来
てね！


