
  

   

  

平成
30 年 3 月25 日 （日曜日） 

     10：00～17：30 〈開場 9：30〉 

湖北白ばら幼稚園 
       我孫子市中峠村下 1-2 
     
     150 名      無料 
            
 

～ 介護の仕事に自信と誇りを ～ 
～ 親の認知症 子世代にできること ～ 

KIBOU GA UMARERU  

介護 FESTIVAL’18 
希望が生まれる介護フェス 2018 

参加費 

場 所 

定 員 

申込方法 

平成
30 年 3 月25 日 （日曜日） 

     10：00～17：30 〈開場 9：30〉 

湖北白ばら幼稚園 
       我孫子市中峠村下 1-2 
     
     150 名      無料 
            
 お電話（04-7187-3141）もしくは、申込用紙に必要事

項を記載し FAX してください。（事務局からの連絡が

申込完了のお知らせとなります。）3/9（金）締切 
 

１つでも良いし、２つでも、３つでも… 受講したい 

セミナーを、選んで学べる『ビュッフェ形式』 
特徴 ① 

特徴 ②   
専門職ではない、地域の方・奥様・ご主人様・お子様

にも参加していただける『幅広いメニュー』 

 
 

（主催）社会福祉法人 瑞邦会 

（後援）我孫子市 

 

※駐車場に限りがございます。裏面公共交通機関をご利用ください。 

・湖北駅南口より徒歩１５分  

 

・天王台駅南口より阪東バス「湖北駅

南口ゆき（団地外廻り）」に乗車（約１５

分）湖北台中学校前下車、徒歩３分 

【公共交通機関（阪東バス）】 

【シャトルバス】（ＪＲ成田線）湖北駅南口→白ばら幼稚園 

9：30発 12：30発 15：00発 

駅を背に、左側に進み郵便ポスト付近にお集まりください 

＊昼食のご案内＊  
周辺にコンビニ等ございません。事前にご用意し 

お持込いただくか、下記販売をご利用ください 

カジュアルフレンチレストラン 

『ブラッスリー・ル・ポワロー』 
ボロネーゼパスタ    
鶏の煮込みポワロー風  

￥400 
￥500 

就労継続支援 B 型事業所 

『けやき社会センター』 
やきそば      
手作りパン      

￥200 
￥120～150 

特別養護老人ホーム『久遠苑』 
炊き込みご飯 
飲み物（お茶・水） 

￥200 
￥100 

 

社会福祉法人 瑞邦会 
特別養護老人ホーム久遠苑 

我孫子市日秀 208 ☎04-7187-3141 

行 き 

（ＪＲ常磐線）天王台駅南口発 

→湖北台中学校前着 
 

9：07  9：26 

12：02 12：22 12：35 

14：13 14：23 14：34 

帰 り 

湖北台中学校前発 

→（ＪＲ常磐線）天王台駅着 
 

12：15 12：27 
13：03 13：15 
15：17 15：26 
17：18 18：02 

帰 り 

湖北台中学校前発 

→（ＪＲ成田線）湖北駅着 
 
12：34 12：47 12：58 
15：30 15：46 
17：49 18：04 

 



 

山出貴宏 氏 

（やまで たかひろ） 

 

 

 

医療相談（ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ（MSW・PSW）を学ぶ

→建築会社（現場でバリアフリーと一

般建築を学ぶ）→訪問入浴（在宅で介

護と家族支援を学ぶ）→特養（現在の

介護の在り方〈重度化させてしまって

いる現状〉に疑問が生じる）→現在（現

有・潜在能力を引出、日常生活の維持

のサポート実践）横浜市で通所介護・

訪問介護・研修事業を展開また、闘魂

介護士として各地で講師・執筆を受け

て活動している。 

山下総司 氏 

（やました そうし） 

 

 

 

奈良県出身。企業を退職後、デイやそ

の他高齢者・障害者施設など現場で 9

年間勤務。その後施設アドバイザーと

して、実際の介護現場に入りながら介

護・環境アドバイスの取組を、全国各地

で積極的に行っており『環境は人を・施

設を変える』をモットーに、契約した事

業所へ定期的に足を運び、的確なアド

バイスを繰り返すことで成果を上げて

いる。様々な事業所から講義依頼を受

けて「伝わる」を目標に活動している。 

田中 晶 氏  

（たなかいご） 

 

 

 

２０歳で介護業界に。障がいを抱え一

旦は離脱するも、その体験を生かした

独自の視点でブログ【たなかいご】と

ともに現場に復帰。「エンターテイメン

トな介護ブログ」を目指すべく、独創的

な発想とアイデアで様々な角度から介

護の面白さを伝えており、今やブログ

のファンからの依頼で、全国各地で講

演を行っている。その独自の講演は、

サイトやセミナーを訪れる人たちのハ

ートをつかんで離さない（らしい）。 

西野雅信 氏 

（にしの まさのぶ） 

 

 

 

江戸川区で 1998年から在宅介護に従

事。在職中にカウンセリングを学ぶ。

2007 年から千葉県介護実習センター

に従事、県民研修や相談業務、マネジ

ャーを務める。2015年から民間企業で

高齢者福祉、重度障害者福祉に従事。

同年「ケアリングルーム縁側」を個人

開設。あんまマッサージ指圧師でもあ

り、「こころとからだ、当事者と介護者、

どちらのケアも大切」が信条。 

星 良子 氏 

（ほし りょうこ） 

 

 

 

潮風と醤油の薫りが漂う、千葉県銚子

市生まれ。新鮮な魚を食べ育つ。短大

で介護福祉士の資格を取得し、特養で

介護職員や相談員として介護現場で

勤務。2000年に在宅介護支援センタ

ーに異動し相談業務従事、翌年介護支

援専門員の資格を取得し１２年間居宅

介護支援事業所で勤務。 

2012年に湖北・湖北台地区高齢者なん

でも相談室の室長となり、強力な仲間

と様々な相談に立ち向かっている。 

渡邉 慎 氏 

（わたなべ まこと） 

 

 

 

神奈川県出身。2010年より久遠苑に勤

務。「もっと良い介護をしたい」そんな

目標に向かって励む仲間に、気軽に学

べる場を創りたい。共に学び、学びを

実践する事で介護の仕事に誇りを持

ち、一人一人が介護の魅力を伝えてい

ければ。事業所の垣根を越え福祉力の

向上を目指し地域の幸せを支えること

が出来れば…。そんな想いから、法人

職員研修の公開講座化や介護フェス

開催を決意。 

小ホール 

お子様向け認知症紙芝居 

キャンディーのプレゼントがあるよ！ 

おじいちゃん・おばあちゃんに

ぼくが、私が出来ること 

～“ものわすれ”のびょうき～ 

【10：30～11：00】 
湖北・湖北台地区 
高齢者なんでも相談室  

看護師 川原貴代子 氏 

【11：30～12：00】 
 

特別養護老人ホーム久遠苑 

施設長 渡邉 慎 氏 

【13：30～14：00】 
湖北・湖北台地区 
高齢者なんでも相談室  

社会福祉士 佐藤隆彦 氏 

 
第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 

10：00 

～12：00 

～奪わない介護技術「立つ」・「歩く」～ 

職員本位の介護からご利用者本位の介護へ 

 

 

株式会社 NGU代表取締役 

山出貴宏 氏 

「認知症の”人の気持ち”」 

～思いを理解してかかわる～ 

 

社会福祉法人瑞邦会 

湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室 

室長 星 良子 氏 

～だから介護は面白い!～ 

介護あるあるから学ぶ認知症ケア 

 

ブログ【たなかいご】管理者：田中晶 

TKG（十日町介護グループ）代表 

田中 晶 氏 

～希望が生まれる環境を創る！～ 

ケアにつながる実践 

 

社会福祉法人ひだまり 

理事・施設環境アドバイザー 

山下総司 氏 

12：00 
～13：00 

休 憩    ＊ＦＯＯＤコーナーで、昼食を販売しています。   ＊12：30～12：50 小ホールにて、椅子に座って簡単『ピラティス』 

13：00 

～15：00 

～利用者が集まるデイのつくり方～ 

稼働率 90％以上！介護職員の関わり方が 

自立へと繋がる! 
 

株式会社 NGU代表取締役 

山出貴宏 氏 

ケアする人のケア 

こころもからだもゆったりするﾘﾗｯｸｽ法 

～みんなで歌って！ミニゆる音楽会付き～ 

 

ケアリングルーム縁側 代表 

西野雅信 氏 

～だからあんよは面白い!～ 

フットケア編 

 

ブログ【たなかいご】管理者：田中晶 

TKG（十日町介護グループ）代表 

田中 晶 氏 

「認知症の”人の気持ち”」 

～思いを理解してかかわる～ 

 

社会福祉法人瑞邦会 

湖北・湖北台地区高齢者なんでも相談室 

室長 星 良子 氏 

15：00 
～15：30 

休 憩                       ＊15：10～15：25 小ホールにて、椅子に座って簡単『ピラティス』 

15：30 

～17：30 

～奪わない介護技術「座位」・「移乗」～ 

職員本位の介護からご利用者本位の介護へ 

 

 

株式会社 NGU代表取締役 

山出貴宏 氏 

声なき声は全身で聴く 

介護・育児・友だちや夫婦の関係をぐっと 

深める、心理的コミュニケーションの 

「基本のき」を楽しく学ぶ 

ケアリングルーム縁側 代表 

西野雅信 氏 

（専門職向け）「認知症の”人の気持ち”」 

～思いを理解してかかわる～ 

 

社会福祉法人瑞邦会 

特別養護老人ホーム久遠苑 

施設長 渡邉 慎 氏 

～新設される共生型ｻｰﾋﾞｽ実践のﾎﾟｲﾝﾄ～ 

地域、自治体を巻き込んだ成功実践事例から探る 

 

社会福祉法人ひだまり 

理事・施設環境アドバイザー 

山下総司 氏 

 

 

 

 

○専  

○専  ○専  

○専  

○専専門職向け 無印・どなたでも可 

 

 

【13：00～17：00】 
疲れを癒す 『リフレクソロジー』 

からだ学びサポート看護師・助産師 

桑原 紀子 氏 

【①12：30～ ②15：10～】 
椅子に座って簡単 『ピラティス』 

ピラティスインストラクター 

中拂 さやか 氏 


