
過去の学習会等一覧 （除、ミニ学習会、ランチの会） 

 

 

 

●2009.12.05  ２１年度学習会（２） 

第一部 

【講 師】講師；国土交通省自動車交通局保障課被害者保護企画官 高木修氏 

【テーマ】自賠責保険における被害者保護制度について 

（「親亡き後問題」の取り組み） 

第二部 

【講 師】日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授医学博士 戸原玄先生 

【テーマ】摂食、嚥下障害の評価と訓練の実際 

【備 考】全国会共催 

 

●2009.09.05  ２１年度学習会（１） 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】家族ができるボディケア＆マインドケアⅥ（講演と実技指導） 

 

●2009.04.18  ２１年度定期総会＆定例会 

第一部   

【テーマ】介護サロン；会員の介護のアイディアや便利グッズの情報交換 

第二部 

【テーマ】話し合いサロン；今悩んでいること 

 

●2008.12.13  ２０年度学習会 

【講 師】筑波大学大学院人間総合科学研究科 日高紀久江先生、松田陽子先生 

【テーマ】意識障がい者の実態とケア 

【備 考】全国会共催 

 

●2008.07.12  わかば設立１０周年記念事業 

【内 容】音楽会及び立食パーティ（当事者も１０名参加） 

【会 場】横浜、崎陽軒本館 

【奏 者】吉田幸子さんとそのグループ、渥美定生さんとそのお仲間 

【備 考】会報３７号「わかば結成１０周年音楽会特集号」発行 

 

●2008.04.12  ２０年度総会＆学習会 

【講 師】日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授 医学博士 戸原玄先生 

【テーマ】口から食べること～嚥下訓練の基本的なお話 

 

●2007.12.15  １９年度学習会（２） 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】家族ができるボディケア＆マインドケアⅤ（講演と実技指導） 

【備 考】全国会共催 

 

●2007.09.15  １９年度学習会（１） 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】家族ができるボディケア＆マインドケアⅣ（講演と実技指導） 

 

●2007.04.14  １９年度定期総会＆学習会 

【講 師】東京都心身障害者福祉センター障害認定課 立石博章氏 

【テーマ】障害者自立支援法について 



 

●2007.03.03  全国会講習会 

【講  師】大阪芸術大学教授･医学博士 野田燎先生 

【テーマ】音楽運動療法の在宅での展開～意識障害を改善する為に 

（講義と実技講習） 

【備 考】わかば支援 

 

●2006.12.09  １８年度定例会 

【テーマ】今、困っている事や社会（行政、医療従事者、介護関係者、マスコミ等）

に訴えたいこと（意見交換） 

 

●2006.11.04  全国会総会＆講演会 

【講 師】社会福祉法人「訪問の家・朋」理事長 日浦美智江氏 

【テーマ】重度障害者地域で生きる～親亡き後を超えて～ 

【備 考】わかば支援 

 

●2006.09.09  １８年度学習会 

【講 師】村田歯科医院院長 黒岩恭子先生 

【テーマ】口から食べることへの支援（口腔ケアの講演と実技指導） 

 

●2006.04.15  １８年度定期総会＆学習会 

【講 師】インターナショナル養護学校、専任音楽療法士 鈴木琴栄先生 

【テーマ】音楽療法（講演と実演指導） 

 

●2005.12.03  １７年度定例会 

第一部 

【講 師】杉並区議会議員 太田哲二氏 

【テーマ】障害者自立支援法案の問題点とそれへの対応 

第二部 

【テーマ】会員同士の話し合いの場 

 

●2005.09.17  １７年度学習会 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】患者に対するﾎﾞﾃﾞｨｹｱ＆看護をする者のｾﾙﾌｹｱⅢ（講演と実技指導） 

 

●2005.04.16  １７年度総会＆定例会 

【指 導】雨宮心理センター所長 雨宮敏文氏（会員） 

  【テーマ】エンカウンターグループの体験(小グループの会員同士の話し合い） 

 

●2004.12.04  １６年度定例会 

第一部 

【テーマ】近況報告及び情報交換会 

第二部 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】家族ができるボディケア＆マインドケアⅡ（講演と実技指導） 

 

●2004.09.11  １６年度学習会 

【講 師】鍼灸按摩マッサージ指圧師 鈴木秀秋先生 

【テーマ】家族ができるボディケア＆マインドケアⅡ（講演と実技指導） 

 

●2004.04.10  １６年度総会＆学習会 

【講 師】横浜桐峰会病院 作業療法士 加藤さとみ先生 



【テーマ】家庭でできるリハビリ 

 

●2003.12.14  １５年度定例会 

【テーマ】家族が抱える悩みと課題(ディスカッション） 

 

●2003.07.26  １５年度学習会 

【講 師】加藤歯科医院院長 加藤武彦先生、村田歯科医院院長 黒岩恭子先生 

【テーマ】口から食べることへの支援（遷延性意識障害者の口腔ケア） 

 

●2003.04.12  １５年度定期総会＆学習会 

【講 師】東洋英和女学院大学人間科学部人間福祉学科教授 石渡和実先生 

【テーマ】支援費制度について 

 

●2002.12.15    １４年度定例会 

【テーマ】 家族が抱える現状と問題点 

 

●2002.04.03    １４年度定期総会＆学習会 

    【講 師】 横浜市在宅障害者援護協会理事長  酒井喜和氏 

    【テーマ】 後見的支援を要する障害者に対する施策を実施するための条例（親亡き後

の問題）の経緯と内容 

 

●2001.12,08    １３年度定例会 

    【テーマ】 各種ビデオ視聴及び意見交換 

 

●2001.09.08    １３年度学習会 

    【講 師】 市川市老人保健施設「ゆうゆう」施設長医学博士 山田俊彦先生 

    【テーマ】 感染症（ＭＲＳＡ）について 

 

●2001.07.12    わかば設立３周年記念、全国家族会交流会 

    【内 容】 意識障害治療学会初日終了後に立食パーティー 

    【場 所】 幕張プリンスホテル 

 

●2001.04.14    １３年度定期総会＆学習会 

    【講 師】市川市介護老人保健施設「ゆうゆう」ソーシャルワーカー 草水美代子氏 

    【テーマ】近年の医療、保健、福祉の動向 

 

●2000.12.09    １２年度定例会 

    【テーマ】今置かれている立場・意見交換 

 

●2000.07.08    １２年度定期総会懇親会 

    【場 所】渋谷ウィメンズプラザ 

 

●2000.04.22    １１年度学習会 

    【講 師】佐賀医科大学医学部教授  斎場三十四先生 

    【テーマ】重度中途障害者の生活支援 

 

●1999.12.14    １１年度学習会 

    【講 師】上田クリニック院長（脳外科） 上田健志先生 

    【テーマ】在宅医療 

 

●1999.09.11    １１年度定例会 

    【テーマ】新入会員中心の懇談 



 

●1999.07.10    １周年定例会 

    【テーマ①】みんなで「わかば」のことを考えよう（グループディスカッション） 

    【テーマ②】上島内科医院分院・院長 山口研一郎先生講演 

    【テーマ③】若者と家族の会、赤松昭さんから調査協力へのお願い 

 

●1999.05.08    定例会 

    【テーマ】会則、パンフレット、アンケート等の討議 

 

●1999.01.23    定例会 

【講 師】上島内科医院分院・院長 山口研一郎先生講演 

 

●1999.11.21    定例会 

【テーマ】フリートーク 

 

●1998.10.03    定例会 

【テーマ】自己紹介と抱える問題の話し合い 

 

●1998.08.08    定例会 

【テーマ】フリートーク 

 

●1998.07.11    発足会合 

【テーマ①】わかば発足式 

     【テーマ②】９６歳の母親が６３歳の知的障害のある息子との無理心中についての 

フリートーク 

 

 

以下余白 



 

 

 

 

 

                家族の会「家族の会「家族の会「家族の会「わかばわかばわかばわかば」」」」 

                    下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

記 

            定例会定例会定例会定例会            

                ＜日時＞２００９年１２月５日（土）＜日時＞２００９年１２月５日（土）＜日時＞２００９年１２月５日（土）＜日時＞２００９年１２月５日（土） 

＜場所＞東京中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室＜場所＞東京中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室＜場所＞東京中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室＜場所＞東京中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室 

※ 地図参照のこと地図参照のこと地図参照のこと地図参照のこと 

                ＜会費＞＜会費＞＜会費＞＜会費＞ 無料無料無料無料 

        <内容> 第 1 部１１:００〜１２:００(受付１０：３０〜) 

                        講師講師講師講師    ：：：：    高木高木高木高木    修修修修    氏氏氏氏    

  交通事故で重い障害を負ったわが子を介護している親にとって、自分たちが 

  先立った後の心配は言葉に尽くせないほど大きなものです。そんな不安を 

  抱えた家族の声を受け、国土交通省ではいわゆる「親亡き後問題」に関する 

  実態調査を行い、今年度中にも「官民連携のサポートネットワークの構築」を 

  モデル事業として着手することとなりました。 

  この問題について、国土交通省自動車交通局保障課から 

  高木修氏(被害者保護企画官)をお迎えしご講演いただきます。 

     

      第２部１３:００〜１６:３０(受付１２：３０〜) 

        講師講師講師講師    ：：：：    戸原戸原戸原戸原    玄玄玄玄((((とはらとはらとはらとはら    はるかはるかはるかはるか))))先生先生先生先生    

         日本損保協会助成事業 

      「摂食・嚥下障害の評価と訓練の実際」学習会 

※詳細は別紙をご覧ください 



    

                忘年会忘年会忘年会忘年会        

    定例会終了後、忘年会を２時間程度(17:00～19:00 頃)予定しております。 

     こちらにも是非ご参加いただき、親しくお喋りし、 

     来年への活力にいたしましょう。 

    （会費）４０００円程度で出来る所を秋葉原駅近辺で物色中です。    

            お申し込みお申し込みお申し込みお申し込み        

     

       わかば会員は同封のはがきにて１２月２日までに、 

        ご出欠をお知らせください。 

  

   会会会会場地図場地図場地図場地図 東京都中小企業振興公社（アスプラザ） 

         東京都千代田区神田佐久間町１−９ 東京都産業労働局秋葉原庁舎 

         TEL：会議室 ０３−３２５７−０７４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    交通手段 ＪＲ線「秋葉原駅」中央改札口より徒歩１分 

         つくばエクスプレス（ＴＸ）「秋葉原駅」Ａ１出口より徒歩１分 

         地下鉄日比谷線「秋葉原駅」より徒歩３分 

         都営新宿線「岩本町駅」Ａ３出口より徒歩５分 

  



 

日本損保協会助成事業日本損保協会助成事業日本損保協会助成事業日本損保協会助成事業 

「「「「「「「「摂摂摂摂摂摂摂摂食食食食食食食食・・・・・・・・嚥嚥嚥嚥嚥嚥嚥嚥下下下下下下下下障障障障障障障障害害害害害害害害のののののののの評評評評評評評評価価価価価価価価とととととととと訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練のののののののの実実実実実実実実際際際際際際際際」」」」」」」」学学学学学学学学習習習習習習習習会会会会会会会会  

                    日時日時日時日時    ：：：：    ２００９年１２月５日（土）２００９年１２月５日（土）２００９年１２月５日（土）２００９年１２月５日（土） 

                                        １３：００〜１６：３０（受付１２：３０〜）１３：００〜１６：３０（受付１２：３０〜）１３：００〜１６：３０（受付１２：３０〜）１３：００〜１６：３０（受付１２：３０〜） 

                    講師講師講師講師    ：：：：    戸原戸原戸原戸原    玄玄玄玄((((とはらとはらとはらとはら    はるかはるかはるかはるか))))先生先生先生先生 

        プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    １９９７年１９９７年１９９７年１９９７年            東京医科歯科大学歯学科卒業東京医科歯科大学歯学科卒業東京医科歯科大学歯学科卒業東京医科歯科大学歯学科卒業    

                                    ２００５年２００５年２００５年２００５年            東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科助手東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科助手東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科助手東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科助手    

                                                                    東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食    

                                                                    リハビリテーション科外来医長リハビリテーション科外来医長リハビリテーション科外来医長リハビリテーション科外来医長    

                                    ２００８年１月２００８年１月２００８年１月２００８年１月    日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授日本大学歯学部摂食機能療法学講座准教授    

                                    関連書籍関連書籍関連書籍関連書籍    ｢訪問で行う摂食・嚥下のチームアプローチ｣｢訪問で行う摂食・嚥下のチームアプローチ｣｢訪問で行う摂食・嚥下のチームアプローチ｣｢訪問で行う摂食・嚥下のチームアプローチ｣    

 

会場会場会場会場    ：：：：    東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎第一会議室    

                    参加費参加費参加費参加費 ：：：：    無料無料無料無料 

（当学習会は、社団法人日本損害保険協会の助成を受けています）（当学習会は、社団法人日本損害保険協会の助成を受けています）（当学習会は、社団法人日本損害保険協会の助成を受けています）（当学習会は、社団法人日本損害保険協会の助成を受けています） 

                        主催主催主催主催    ：：：：    全国遷延性意識障害者・家族の会全国遷延性意識障害者・家族の会全国遷延性意識障害者・家族の会全国遷延性意識障害者・家族の会    関東ブロック関東ブロック関東ブロック関東ブロック 

                                            頭部外傷等による重度後遺障害者と家族の会｢わかば｣頭部外傷等による重度後遺障害者と家族の会｢わかば｣頭部外傷等による重度後遺障害者と家族の会｢わかば｣頭部外傷等による重度後遺障害者と家族の会｢わかば｣ 

       共催共催共催共催    ：：：：    日本意識障害学会日本意識障害学会日本意識障害学会日本意識障害学会 

 

  ＦＡＸ送信用           参加申込書 

 

       氏名                    他    名 

       住所（〒        ）                

                                    

       電話           （所属等・・          

 

            

         申込書にご記入の上、１１月２５日迄にＦＡＸにて 

           ０３−６７９４−２１８１全国会事務局 和田までお願いします 

                                         以上 



――――定期総会定期総会定期総会定期総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ－－－－    

家族家族家族家族のののの会会会会「「「「わかばわかばわかばわかば」」」」    

下記により、実施いたしますので奮ってご参加ください。 

 

記 

 

日時  ： ２００９年 ４月１８日（土）１３：００～１７：００ 

 

場所  ： ＮＡＳＶＡ東京主管支所 ７階 研修室 

       墨田区錦糸１－２－１ アルカセントラルビル  

                   ℡：０３－３６２１－９９４１ 

＊ 地図は裏面にあります ＊ 

参加費 ：会員    ３００円 （お茶代込み） 

 

その他 ：２００９年度会費 ５０００円を当日受けつけます。 

よろしければご協力ください。 

 

次第  ：１２：３０～      受付開始 

（予定） １３：００～１４：００ 定期総会 

    １４：００～１５：００ 介護サロン 

    １５：００～１７：００ 「今悩んでいること」の話し合い 

    １７：００～      錦糸町駅周辺で懇親会        

 

◇定期総会議題 

・２００８年度 活動報告、会計報告、監査報告 

     ・２００９年度 役員案   

     ・２００９年度 活動計画、予算案 

     ・その他   

 

◇介護サロン  介護のアイディアや便利グッズ、事例を出し合いましょう！ 

 

◇「今悩んでいること」の話し合い 

      いくつかの班に分けて掘り下げて話し合いましょう。  

 

◇懇親会  総会終了後懇親会を予定しています。（会費４０００円位の予定） 

      こちらにも是非ご参加いただき、親しくお話しいたしましょう。 

      場所は未定ですが、錦糸町駅周辺で行う予定です。 

 

その他  

 ＊会員の皆様には「役員会からのお知らせ」に同封してありました、アンケートの提出にご協

力いただきますようお願いいたします。 

＊同封同封同封同封のはがきにてのはがきにてのはがきにてのはがきにて４４４４月月月月１１１１５５５５日日日日（（（（水水水水））））までにまでにまでにまでに、、、、ごごごご出欠出欠出欠出欠をおをおをおをお知知知知らせくださらせくださらせくださらせくださいいいい。       

以上 







 

                       

                     

                     

                    家族の会「家族の会「家族の会「家族の会「わかばわかばわかばわかば」」」」  

下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

記 

    定例会定例会定例会定例会        

<日時> ２００８年１２月１３日（土）１３：３０～１７：００ 

                   （受付開始  １３：００） 

<場所> 財団法人東京都中小企業振興公社会議室（アスプラザ） 

     ※裏面地図参照のこと 

<会費> 無料無料無料無料    

   (この講演はアステラス製薬からの助成アステラス製薬からの助成アステラス製薬からの助成アステラス製薬からの助成を受けております) 

<内容> 第 1 部 13:30〜15:30：「意識障害者の実態とケア」 

 

      講師：日高紀久江先生・松田陽子先生 

      日高紀久江（ひだかきくえ）先生のプロフィール 

        博士（医学）筑波大学大学院人間総合科学研究科看護科学系 准教授 

        専門分野は臨床看護学 遷延性意識障害患者の生活活動を 

        高めるための栄養やリハビリ看護等。意識障害患者の身体状況や 

        介護状況の実態を調査したうえで、在宅や入院中の患者への看護に 

        関してその QOL を高めるための研究を続けている。 

      

       松田陽子（まつだようこ）先生のプロフィール 

        医療ソーシャルワーカーとして３０年以上活躍の後、筑波大学大学院 

        人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻に入学。 

        日高先生と共に遷延性意識障害患者の実態調査を行う等、 

        調査研究を続けている。 

 

   第２部：講演内容をベースとした質問と会員同士の意見交換

を行います。 



    忘年会忘年会忘年会忘年会        

定例会終了後、忘年会を２時間程度(17:00～19:00 頃)予定しております。 

 こちらにも是非ご参加いただき、親しくお喋りし、 

 来年への活力にいたしましょう。 

（会費）４０００円程度で出来る所を秋葉原駅近辺で物色中です。    

    その他その他その他その他        

 わかば会員は同封のはがきにて１２月１０日までに、 

 ご出欠をお知らせください。               

 

 会場地図会場地図会場地図会場地図 東京都中小企業振興公社（アスプラザ） 

       東京都千代田区神田佐久間町１−９ 東京都産業労働局秋葉原庁舎  

       TEL：会議室 ０３−３２５７−０７４１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  交通手段 ＪＲ線「秋葉原駅」中央改札口より徒歩１分  

       つくばエクスプレス（ＴＸ）「秋葉原駅」Ａ１出口より徒歩１分  

       地下鉄日比谷線「秋葉原駅」より徒歩３分  

       都営新宿線「岩本町駅」Ａ３出口より徒歩５分  

 

                               以上  







    

平成２０年度定期総会のお知らせ平成２０年度定期総会のお知らせ平成２０年度定期総会のお知らせ平成２０年度定期総会のお知らせ    
    

                                                                                                家族の会「わかば」家族の会「わかば」家族の会「わかば」家族の会「わかば」 

    

 

下記により実施いたしますので奮ってご参加下さい 

 

記 

     日  時  〜２００８年４月１２日（土）１３：３０ １６：３０ 

                    （１３時受付開始） 

 

  場  所   亀戸文化センター５F 第一研修室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    参加費   当事者 ： 無料 

          会員  ： ３００円（お茶代込） 

          会員以外： １０００円（お茶代込） 

 

 

    その他    ２００８年度会費 ５０００円（賛助会員は３０００円）を 

          当日受け付けます。よろしければご協力下さい。 

 

 



 

    次 第 

           １３：００ 〜       受付  

           １３：３０ 〜 １４：３０ 定期総会 

           １４：３０ 〜 １６：３０ 学習会 

  

   定期総会議題  

        ２００７年度 活動報告、会計報告、監査報告 

     ２００８年度 役員案 

     ２００８年度 活動計画、予算案 

     その他 

 

〜学習会「口から食べること 嚥下訓練の基本的なお話」 

      講師 ： 医学博士 戸原玄（とはら はるか）先生 

プロフィール  

 １９９７年   東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業  

 ２００５年   東京医科歯科大学歯学部附属病院高齢者歯科 助手 

         東京医科歯科大学歯学部附属病院摂食リハビリテーション科 

         外来医長 

 ２００８年１月 日本大学歯学部摂食機能療法学口座 准教授 

 関連書籍  ： 「訪問で行う摂食・嚥下リハビリテーションの 

           チームアプローチ」他多数       

   

    わかば会員の森幸秀さんの改善事例をもとに 

    お話していただく予定です。 

 

 

   懇親会  総会終了後懇親会を予定しています。（会費４０００円） 

        こちらにも是非ご参加いただき、情報交換を含めて親しく 

        お話いたしましょう。 

 

☆☆お願い 同封のはがきにてご出欠を早めにお知らせ下さい。☆☆ 

                                            

                                         以上 



















学習会のお知らせ 
家族の会『わかば』 

下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

記 

講師：村田歯科医院院長 黒岩恭子先生 

テーマ（仮題）：「口から食べることへの支援」・・・参加者も実際に体験してみましょう！ 

日時：９月９日（土）１４：００〜１６：３０ 

場所：江東区亀戸カメリアプラザ内９F 商工情報センター第２研修室 

会費：会員及び介護者～500 円  本人～無料  会員以外～1000 円 

内容：「クルリーナ」歯ブラシを開発した歯科医師黒岩先生に、今回も実践を取り入れた講演をし

ていただきます。 

 

講師プロフィール： 神奈川歯科大学卒業後、茅ヶ崎にて村田歯科医院開業、現在に至る。 

現場体験にもとづく口腔リハビリ、地域での在宅診療を行っています。 

口腔ケアグッズの開発にも情熱を注ぎ、『クルリーナ』や吸引チューブ付きの

『吸引ブラシ』（ともにオーラルケア発売）は有名です。 

著書： 『口腔ケア最前線』（共著 雲母書房） 

『口から食べたい』（編著 デジタルハイジーン別冊 医歯薬出版） 

『口から食べることへの支援』（共著 環境新聞社） 

 

 

 

出欠連絡のためのハガキを同封しておりますので、整理の都合上 ８月２５日までにご投函 

 ください。                                以上 



    

    

    

家族の会「家族の会「家族の会「家族の会「わかばわかばわかばわかば」」」」    
    

下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

    

記記記記    

 

１．定例会 

（日時）２００５年１２月３日（土）１４：００～１７：００ 

                 （受付開始；１３：３０） 

 

（場所）目黒区心身障害者センター「あいアイ館」会議室 

 

（会費）会員(300 円)、患者(無料)、会員以外(1000 円) 

 

（内容）第 1部；「障害者自立支援法案」についての学習 

講師；太田哲二氏（杉並区議会議員、無所属） 

講師略歴；S23.3.16 名古屋市生 

     中大＆院卒 

     副議長、監査委員歴任 

     現在、保健福祉委員 

 

第２部；会員同士の話し合いの場 

コーディネーター、雨宮敏文氏（わかば役員） 

     

２．忘年会 

定例会終了後、忘年会を２時間程度(17:00～19:00 頃)予定しております。 

 こちらにも是非ご参加いただき、親しくお喋りし、来年への活力にいたしま 

しょう。 

 （会費）４０００円程度で出来る所を都立大駅近辺で物色中です。 

 

３．その他 

同封のはがきにて１１月２０日までに、ご出欠をお知らせください。 

 

以上 



    

    

    

家族の会「家族の会「家族の会「家族の会「わかばわかばわかばわかば」」」」    
    

下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

    

記 

 

 

講師 ： 鍼灸按摩マッサージ指圧師  癒し処；鈴木秀秋先生 

     

テーマ(仮題) ：  

「患者に対するケアと看護をする者のセルフケア」 

  

日時 ： ９月１７日（土）１４：００～１７：００ 

 

場所 ： 亀戸カメリアプラザ 

 

 

会費 : 会員 ３００円（お茶代含む）、患者 無料、会員以外 １０００円 

 

内容：前２回の講習内容を復習しながら、マスターしていただきたいことを重点的に。 

   そしてプラスアルファーとして、新しいことを。 

   患者に対するケアと看護をする者のセルフケアとを紹介し、みなさんと一緒に考

えていきたいと思います。 

 

その他；セルフケア実技を実施しますので、動きやすい服装でいらしてください（スカ

ート不可） 

 

講師プロフィール： 

鍼灸按摩マッサージ指圧師 

パーソナルトレーナー 

キネシオテーピング法指導員 

治療院「癒し処」を渋谷区と江戸川区に開設 

東大病院にて現代医療と鍼灸の関わりを研究中 

定期的に、母子に対するセミナーを実施 

 

出欠連絡のためのハガキを同封しておりますので、整理の都合上８月３１日までに８月３１日までに８月３１日までに８月３１日までにご投

函ください。 

以上 



――――定期総会定期総会定期総会定期総会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ－－－－    

家族家族家族家族のののの会会会会「「「「わかばわかばわかばわかば」」」」    

 

下記により、実施いたしますので奮ってご参加ください。 

 

記 

 

・日時  ：２００５年 ４月１６日（土）１４：００～１７：００ 

 

・場所  ：目黒区心身障害者センター「あいアイ館」会議室 

 

・参加費 ：会員 ３００円、会員以外 １０００円（共にお茶代込み） 

      懇親会費 ４０００円（懇親会参加の方のみ） 

 

・その他 ：２００５年度会費 ５０００円を当日受けつけます。 

よろしければご協力ください。 

 

・次第  ：１３：３０～      受付 

（予定） １４：００～１５：００ 定期総会 

    １５：００～１６：３０ 勉強会 

     １６：３０～１７：００ 雑談 

     １７：００       解散 

    （１７：１５～      懇親会） 

 

◇定期総会議題： 

・２００４年度 活動報告、会計報告、監査報告 

     ・２００５年度 役員案、活動計画、予算案   

      

◇勉強会 ：ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）雨宮心理センター所長 雨宮敏文氏（わかば役員） 

テーマ）エンカウンターグループの体験 

※エンカウンターグループとは、いくつかの小グループに分か

れて今の自分達の気持ちを全員が披露しながら話し合いをし、

お互いを理解しようという手法です。 今までの会合では

中々こういった時間が取れなかったので、今回は「話し合う

場」をテーマに企画いたしました。 

  

◇懇親会 ：総会終了後懇親会を予定しています。こちらにも是非ご参加いただき、 

親しくお話しいたしましょう。場所は都立大学駅周辺を予定しています。 

 

その他  ：同封同封同封同封のはがきにてのはがきにてのはがきにてのはがきにて３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までにまでにまでにまでに、、、、ごごごご出欠出欠出欠出欠をおをおをおをお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。 

 

以上 



    

    

    

家族の会「家族の会「家族の会「家族の会「わかばわかばわかばわかば」」」」    
    

今年は下記により開催いたしますので奮ってご参加ください。 

    

記 

 

１．定例会 

・日時：２００４年１２月４日（土）１３：３０～１７：００ 

                 （受付１３：００～） 

 

・場所：亀戸文化センター５階第二研修室 

    江東区亀戸２－１９－１カメリアプラザ内 ℡ 03-5626-2121 

        ＪＲ総武線亀戸駅北口又は東武亀戸線亀戸駅 徒歩２分 

 

・参加費：会員１名につき３００円 

    （会員以外の方は１０００円、患者本人は無料） 

 

・スケジュール： 

１３：３０～１４：４５ 第１部「近況報告及び情報交換会」 

 普段、会員同士の意見交換がなかなか出来ませんので、フリーディスカッション 

 につながれば、と思います。 

  １５：００～１７：００ 第２部「学習会」 

 テーマ）家族ができるボディケア（実技指導） 

   ９月１１日に、ご本人も頭部の事故にあった体験を持たれる、鍼灸按摩マッサ 

  ージ指圧師 鈴木秀秋先生に同テーマで、わかば学習会をお願いいたしましたが、 

  大好評であり時間も足りませんでしたので、再度鈴木先生にお願いしてパート２ 

  を実施することといたしました。 

  前回ご欠席の方でも前回の復習からお願いしておりますのでご参加ください。 

 

２．忘年会 

会員同士の交流により１年間の介護の疲れを癒して来年の活力につな

げていただきたいと存じます。こちらにも是非ご参加ください。 

会費）４０００円 

 

３．その他 

  返信用はがきを同封しておりますので１１月１５日までにご投函ください。 

以上 
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