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グループホームふぁみりえホーム長
大牟田市認知症ライフサポート研究会代表
NPO 法人福岡県高齢者グループホーム協議会
理事長
大牟田市と一体となり、認知症ケアの人材育成、
地域づくりに取組んでいる。2007 年に日本認
知症ケア学会読売認知症ケア奨励賞受賞。 2008 年 NHK のプロ
フェッショナル仕事の流儀に出演。2013 年医療の質・安全学会第
7 回新しい医療のかたち賞受賞。2014 年西日本新聞「まちでみん
なで認知症と生きる」連載（全 33 回）

自分の最期をどう迎えたいか考えたことはありますか？
自分や家族、だれもが迎える最期・・・自分らしく納得できる
人生の最終章について一緒に考えましょう。
講師：柴田 久美子 氏（看取りの家「なごみの里」代表理事・日本看取り士会 会長）
受付：13：30～　　　　　　 時間：14：00～15：30
場所：1階ふくふくホール　　 定員：248人（先着申込順）

スポーツ協会の新規事業の教室です！
教室では、基本練習やゲームを楽しみ、技術的なレベルアッ
プを図っていきます！

電話、ハガキまたは FAX で住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、年代を記入のうえ、
〒810-0062 福岡市中央区荒戸 3－3－39
福岡市社会福祉協議会 総務課「図書・研修」係へ
TEL：731-2946　FAX：731-2947
締切：8月31日（但し定員になり次第締め切ります） 
定員 ：248 人 （先着順）

講 師

看取り講演会「いきいきと生きるために」

認知症ケア、ターミナルケアの現場でも役立てられている
“手当て（タッチ）”で癒しの力を体験しましょう。
講師：認定NPO法人 日本セラピューティック・ケア協会 理事長 秋吉 美千代 氏
受付：9：45～　　　　　　　  時間：10：00～11：30
場所：5階502研修室　　　　 定員：80人（先着申込順）

講座「手のぬくもりで心とからだを癒そう！」

年金のしくみや備えを知って、安心と生きがいのあるシニ
アライフについて考えてみませんか？
受付：9：45～　　　　　　　  時間：10：00～11：30
場所：6階601研修室　　　　 定員：80人（先着申込順）

講座「年金でいきいき生活」

日 時 大谷 るみ子 氏9月10日（木）13：30～15：30

会 場 福岡市市民福祉プラザ1階 ふくふくホール

日 時 平成27年9月26日（土）

日 時 ①10月31日 ②11月28日 ③12月19日 ④1月30日
各回土曜日　10：00～12：00

会 場 福岡市市民福祉プラザ5階軽運動室・
市立障がい者スポーツセンター

対 象 福岡市内に居住する小学校高学年以上の障がい者
20名

参加費 500円（スポーツ傷害保険料等）

申込期間 平成27年10月1日（木）～10月15日（木）

※定数を超えた場合は抽選とします。

会 場 福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）

福岡市介護実習普及センターフェスタ 平成27年障がい者ボッチャ教室

　「認知症」は、誰にとっても避けては通れない身近な問題です。この講演会では、「認知症」についての理解を深め、本人や家族の
支援を考えます。また、家族だけでなく地域の理解が大切であり、地域全体で支えていくことが求められています。
　「認知症になっても大丈夫なまち」を目指して、徘徊SOSネットワークづくり等に取り組んでこられた大牟田市の先進的な事例を
通して、認知症になっても地域で暮らし続けることを支えるまちづくりについて講演していただきます。

申込み・問合せ

8月3日より電話またはFAX（氏名・住所・電話番号を明記）で事
前にお申込みください。
講演会のみ9月中頃に入場券を発送します。入場券が9月24日
までに届かない場合はお問合せください。

申込み・問合せ：福岡市介護実習普及センター
TEL：092-731-8100　FAX：092-731-5361

申込方法

①申込書をホームページからダウンロードするか、情報プラ
ザまたは、さんさんプラザに置いてある申込書に必要事
項をご記入の上申し込んでください。

②申し込みは、郵送、FAX、またはメールでお願いします。
　なお、FAX、メールの場合は電話で送信確認を必ず行って

ください。
申込み・問合せ：福岡市障がい者スポーツ協会　担当：森
〒810-0062　福岡市中央区荒戸3丁目3-39　福岡市市民福祉プラザ3階
TEL：781-0561　FAX：781-0565
HP　http：//www.suporeku-fuku.com/
メール　fukuoka@suporeku-fuku.com

申込方法

平成27年度第2回市民福祉講演会

まちでみんなで認知症の人をつつむ
 ～共感と協働のまちづくり～

平成27年度第2回市民福祉講演会

まちでみんなで認知症の人をつつむ
 ～共感と協働のまちづくり～

入場無料

☆新規事業☆
参加者募集

おお たに



福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39　ホームページアドレス　http://www.fukufukuplaza.jp/

8月の休館日 8月18日（火）

日時 催事名 会場内容 対象／料金／申込み方法 主催者・問合せ

ふくふくプラザ催事情報 8月 ※日程･内容等が変更になる場合があります。
　詳細については、直接問合せ先へご確認ください。

8月26日（水）
13：00～16：00

（開場13：00）

～無料相談会～
アルコールについて
お悩みありませんか？

401会議室相談会

公開講座

対
料
申

：どなたでも
：無料
：直接来館

担当：松本
　 ：080-1736-8380TEL

8月4日（火）
9：40～17：00

（開場9：10）

第38回
九州色彩教育
講習会

一般参加可（幼・保・小・中・高・
特別支援学校の先生、デザイ
ン・色彩に興味のある方々）ふくふくホール・

他研修室

ワーク
ショップ・

講演 料
申

：当日：2,000円（定員：全5コース・各20名）
：FAX受付：522-0280

日本色彩教育研究会
九州支部
　 ：092-531-1717TEL

8月11日（火）
13：00～16：00

（開場13：00）
調和道協会 和室

対
料
申

：どなたでも（定員10名）
：当日：1,000円
：直接来館

調和道協会
　 ：090-4519-7913
　   担当：平野（ヒラノ）
TEL

講演会
演奏会
演劇

8月15日（土）
10：00～17：00

（開場9：30）
「原爆と人間」展 ふくふくホール

対
料
申

：どなたでも
：無料（定員200名）
：直接来館

福岡市原爆被害者の会
　 ：711-0425TEL

①  3日　②10日
③17日　④24日
いずれも（木）
14：00～16：00

◆おむつを知って！当て方上手
　※④を受講希望の場合、必ず③を受講してください

①「排泄障がいとスキンケア」　②「紙おむつ・パッドの特徴を知ろう」
③「紙おむつ・パッドの選び方と使い方」　④「紙おむつの上手な当て方」

3階
交流ひろば

水曜日コース
20人

土曜日コース
15人

【水曜日コース】
①  2日　②  9日
③16日　④30日

【土曜日コース】
⑤  5日　⑥19日
いずれも10：00～12：00

◆はじめての介護講座
①　「体にやさしくリフトで移乗」
②　「歩きやすい靴・杖・押し車のポイント」
③⑤「かんたん着替えの介助」
④⑥「自立を支える便利な道具」

3階
福祉用具展示場

35人18日（金）
14：00～16：00

◆【めざそう！健康生活】脳の働きを高めよう！
ことばを出し、ことばを憶えることが注意力を高め、脳の活性化につながることを体験します。

6階
601研修室

40人

25人

8日（火）
14：00～16：00

◆視力障がいの方の生活援助
安全な移動援助方法と、日常生活のいろいろな場面での説明方法や援
助方法などについて学びます。

3階
交流ひろば

40人28日（月）
14：00～16：00

◆【心の栄養講座】お顔のリンパケアで気分も明るく
お顔のリンパケアで表情が明るくなると、気持ちまで明るくなることを体験します。

3階
交流ひろば

介護講座受講生募集 9月

8月の短期展示 3階　福祉用具展示場

※8月1日より電話またはFAX（氏名、電話番号を記入）ホームページでお申込みください。

●申込み・問合せ　福岡市介護実習普及センター　TEL：731-8100　FAX：731-5361 福岡市介護実習普及センター 検索

楽しく取り組める頭のレクリエーショングッズや家の鍵が見つからないなど探し
物を助けてくれるグッズと、外出先をスマートホンやパソコンで探し出してくれ
るGPS内臓の靴を紹介します。どうぞ3階の福祉用具展示場にお越しください。

日時 会場 講座名 定員
各先着受付順

滋賀県の永源寺地域で亡くなる人の半数以上
は、病院に入院することなく長年住んだ家で最
期を迎える。住み慣れた地域で安心して生活す
るためのヒントを、多くの写真とともに伝える。

ファミリー・サポート・センターは、地域
の中で「子育てを応援してほしい人」と

「子育てを応援したい人」を結ぶ会員組
織です。子育てを応援する「提供会員」
と、子育てを応援したり応援しても
らったりする「両方会員」の養成講習会
を実施します。

『ご飯が食べられなく
なったらどうしますか？
永源寺の地域まるごとケア』

（花戸 貴司　農山漁村文化協会）

新着図書（2階 福祉図書・情報室）

ファミリー・サポート・センター
提供（両方）会員養成講習会

参加者募集
問合せ 731-2946TEL

日 時 平成27年9月14日（月）10：00～14：30
平成27年9月29日（火）10：00～14：30
平成27年9月30日（水）10：00～15：00
※3日間全ての講習を受ける必要があります。

対 象 市内在住で心身ともに健康で自宅で
安全に子どもを預かることができる人

定 員 100人（託児は定員20名。応募多数の
場合は抽選。9/7までに要申込。）

福岡ファミリー・サポート・センター本部
（TEL：736－1116）

場 所 ふくふくプラザ601研修室
（9/30のみ502・503研修室）

申込み・問合せ

GPS内蔵の靴 探し物発見器


