
●排泄何でも相談セミナー

講師：西村かおる（NPO法人日本コンチネンス協会会長）
協力：大王製紙 エリエールアテント

午前の部

いきいき男性の排泄ケアセミナーいきいき男性の排泄ケアセミナーいきいき男性の排泄ケアセミナー

●姿勢のくずれ改善と転びにくい身体づくりのために
●お家で出来るケアのご紹介

10：20～11：05

先着

50
名様

セミナー1

11：15～12：00

先着

50
名様

セミナー3
色で「脳」と「気持ち」色で「脳」と「気持ち」色で「脳」と「気持ち」いきいきセミナーいきいきセミナーいきいきセミナーいきいきセミナーいきいきセミナーいきいきセミナー

11：15～12：00

先着

50
名様

セミナー4

10：20～11：05

先着

50
名様

セミナー2

※参加者は原則、男性に限ります

講師：藤野迅（ホグレルスペーストレーナー）
協力：ホグレルスペース（是吉興業株式会社）

※動きやすい靴、服装でご参加ください

●排泄何でも相談セミナー

講師：梶原敦子（NPO法人日本コンチネンス協会元理事）
協力：大王製紙 エリエールアテント

いきいき女性の排泄ケアセミナーいきいき女性の排泄ケアセミナーいきいき女性の排泄ケアセミナー
※参加者は原則、女性に限ります

※カラーカードをちぎって、貼る作業をします。
　お手元が見えやすいよう、めがねをお持ちください

●認知症ケアの新しいツール
  「色彩組色®ドリル」の体験

アドバイザー：ヨシタミチコ（カラースペース・ワム代表）
協力：株式会社ダスキンホームインステッド

開場10：00 開場10：00

開場11：10 開場11：10

「動きやすいカラダづくり」「動きやすいカラダづくり」「動きやすいカラダづくり」

セミナー1,2  セミナー3,4は
同時刻の開催のため、どちらか1つのご参加となります

2016年 「介護の日」セミナー2016年 「介護の日」セミナー

自分のために、未来のために。自分のために、未来のために。自分のために、未来のために。
いきいきと生きる！いきいきと生きる！いきいきと生きる！

厚生労働省／経済産業省／国土交通省／社会福祉法人全国社会福祉協議会／全国地域包括・在宅介護支援センター協議会／公益社団法人日本医師会／公益社団法人日本歯科医師会／公益社団法人日本歯科衛生士会
公益社団法人日本看護協会／公益財団法人日本訪問看護財団／公益社団法人日本栄養士会／NPO法人日本コンチネンス協会／NPO法人高齢社会をよくする女性の会／一般社団法人シルバーサービス振興会

www.gambaranaikaigo.com

株式会社アートネイチャー／株式会社ダスキンホームインステッド／他 服は着る薬・鶴丸礼子／ホグレルスペース（是吉興業株式会社）／他

主催

協賛 協力
後援

特別協賛 準特別協賛

セミナー入場時に参加費として1口500円を頂戴いたします
※東日本大震災被災地の介護支援寄附として活用させていただきます（複数口歓迎）

素敵な
プレゼント
付き有楽町朝日ホール

東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F

要申込み
参加者募集！

2016年11月11日 金
会場

展示コーナー

午後の部

老いに負けない勇気老いに負けない勇気老いに負けない勇気
～魅力的な地域包括ケアをつくろう～魅力的な地域包括ケアをつくろう～魅力的な地域包括ケアをつくろう

●鎌田實 講演

●介護の日 トークセッション

●いきいきライフ 応援トーク

13：00～16：00

12：15～16：00

メインセミナー

みんなで、いきいきと暮らすためのまちづくりみんなで、いきいきと暮らすためのまちづくりみんなで、いきいきと暮らすためのまちづくり
先着

750
名様

■参加お申込み方法
●Webで

〒104-0045 東京都中央区築地2-12-10 築地MFビル26号館5階

当選は参加証の発送をもってかえさせていただきます

送付先

❶お名前・フリガナ ❷年齢　❸性別　❹職業　❺郵便番号・住所　（1枚のハガキで1名様のご応募となります）

❼参加希望セミナー〔メインセミナー〕とご記入ください❻電話番号

※ご記入いただきました個人情報は、参加証発送とセミナー運営
　のためにのみ使用させていただきます

「介護の日 セミナー事務局」

下記内容をご記入の上「セミナー事務局」まで送付ください。●ハガキまたはFAXで

FAX.03-3549-１６８5

諏訪中央病院名誉院長
「がんばらない介護生活を考える会」委員代表

開場12：15（予定）

で検索がんばらない介護生活

がんばらない介護生活を考える会 お問合せ
介護の日 セミナー事務局
☎03-3541-6262
（受付時間：平日 10：00～17：00）

●アクセス（いずれも徒歩1～2分） ・山手線/京浜東北線/有楽町線〔有楽町駅〕 ・丸ノ内線/銀座線/日比谷線〔銀座駅〕

［トークゲスト］𠮷田一平（愛知県長久手市長）

［パネリスト］西村かおる／葭田美知子（NPO法人メイアイヘルプユー理事・看護師）

排泄ケア用品・介護ロボットなど、暮らしをいきいき、快適にする製品・情報をお届けします。

締め切り11月4日（必着）

満員御礼
午前の部

 セミナー

※午前の
部セミナ

ーは、定
員に達し

たため

　締め切
らせてい

ただきま
した
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