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映Ｓ監督の故大島渚氏の介護体験

を女侵、小山・子氏が語ります。

【日時】1 1 JEil18日(ﾆﾋ)
10:30～11:30

介謹保険制度の見直しに爽lけて
一福祉用Ｒ･住宅改修を中むにー(予定)

【曰時】11JE116日(木)10:3o～11:25
【泌Ｓ】ぷＩＭｌtｉｌｌａｇｉａきｉＭ７

福祉用具･住宅改修指導官
介ｉロボット湘発普及推進官

介畏保演制度は,高９者が,介屋が必要になつても,住み迦れた地域や住まいで凛譲ある自立し
た生活を送ることができるよう宣要な役剖を担つています.昨年1299日には,社会保ﾇﾌ審鴎会
介堕保険部会から「介凶保淡制度の見直しに蜀する慧見」がまとめられました.今回は,その繊要　、
について裡祉用具と住宅改価を中心に,ご説明いたします。　　　　　　　　　　　　　ｑ

【ｓ】西日本総合展示場新館特設套場S叫穏事前にPPC2017S19回Ｓ日2　　福祉樋Ｂ展ホームページよりお申しiきみ下さい。
http://ｗｗｗ.ppc･fｕkｕshi.ｎｅt/ E:腕柿ぐ二ココ　　　刄ＴＥＬ.093･511-6800



(株)今仙電機製作所 歩行アシストaLQ(アルク)

簡易移乗機|-PAL(アイパル)

(株)インフォメツクス
介護サービス提供Ｅ録支援システム　すま～
人!Helper

ウェッジ(株) インカム

・jﾋ九肖市･(4朱)劉||雑･
，TOTO(S)･ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞﾂﾄﾞ(S)

・内移動アシスト装置　ﾍﾞﾂﾄﾞｻｲﾄﾞ水洗トイレ
:nヽ護1目ベツド（楽EZ）■1昇降便■トイレリフト

゜ナチユラルハートフル

，ケアネツトワーク
セミナースペース

【・ａ／・祉■具をﾗi!i・したやさしいヶア】

ノーリツプレシジヨン(株) 予測!lﾀl守りシステム「Neos十Care(ネオス

ケア)」

(株)バイオシルバー aamS(9119むjl9りシステム)

富士機械Ｓ造(株) 移乗サポートロボツトHug(ハグ)

(株)安川電機

(株)ラムロツク

足首アシスト装Ｓ　移乗アシスト装置

ラムロツクCUBE(ラムロツワシステムmini)

リーフ(株)
歩行Ｗ価インソール(歩行能力測ilツール)

歩行リハビリ支援ツール「Tree」

(株)インボディ･ジャパン lnBodyは体の筋肉Ｓや体脂肪Ｓを部位毎に
測定でき,健康管IIのｍ標となります。

(株)ウエルケアベツド／
九州ａ霊堂販売(株)

スライドリフトと簡易浴槽と介護ベツドの新発

想!介助負控軽Ｓを低コストに実!l。

(株)ウエルハーモニー
トロミ剤･ゼリーの素を・売しております。
当日はサンプルをＥ布致します。

(株)AKシステム
車椅子に後付け可能なjilSぎユニット「こい

じやる!」

江崎Ｓ械(株)
タートルジムは実JE目新案のＳ動アシストをＳ載

したシニア向け筋トレマシンです。

ＮＤソウトウェア(株)
１介護･福祉業務ま援ソフト「ほのぼの」シリーズ

１「働き;ぢａ革」業務改善に効くアプリ

(S)ｵ-ｴﾂｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
日常用車いす,Ｓ動,子供JE目,競技・車いす,□

フストランドクラツチ,その他用品など。

ガードナー(株) 寝たまま洗髪ルームシヤンプー

linlﾘ?ﾋﾟﾘﾃ~ｼﾂ|r犀ごでI゛~ｼ3ｼｼﾆ7゛70

(株)有薗製作所　　　~|座位保持as他(予定)
(株)今仙技術研究所

EREVOJAPAN(椋)

回部洋食Ｓ製作所

Ｓ動車いす

バギー,座位保持装Ｓ

食事用呂(予定)

風の郷工房

(株)きさく工房

九セラ(株)

クツション他

バギー,入浴用呂,座位保持装置

食事JE目呂,ll

Ｅ信化工(株) 食事JE目品,lm,コップ

(株)有薗製作所　　　~|座位保持ａｓ他(予定)
(株)今仙技術研究所

EREVOJAPAN(椋)

回部洋食Ｓ製作所

Ｓ動車いす

バギー,座位保持装Ｓ

食事用呂(予定)

風の郷工房

(株)きさく工房

九セラ(株)

クツション他

バギー,入浴用呂,座位保持装置

食事JE目呂,ll

Ｅ信化工(株)

タカノ(株)

食事JE目品,lm,コップ

Ｓ位保持装置

テクノグリーン(株) 座位保持装置

(株)766 車いす

日進Ｅ療Ｓ(株) 車いす,バギー

ノツト(株) 食事・エプロン,スタイ

(株)ピーエーエス 座位保持装置

ぷるち一の合同会社 衣類

(株)松永製作所 車いす,バギー

(株)ミキ 入浴用品,車いす

ヤマハ発動機(株) Ｓ動車いす

(株)LeeS作ま ワツション他

(一社)jﾋ九SおたがいさまllllSII
(社福)もやいＳ友会

Ｅ療と介護の連携,これからの地域包括ケアを

担う活動について,ご案内いたします。

北九INヽ1市手をつなぐ育成会 福祉バザー

九州工業大学 発話や視Ｓの困難な方への支援機Ｓ(指文宇

ＳＳ,マイビジョン)の研究を紹介します。

九州工業大学／
(株)モリワカ

リハビリテーションの為のメジヤメントデバイ

ス,Ｅ療イノベーション。

(株)!1星
ウルトラフアインバブル装置,レンタル加湿器シ

ステム,き気清浄機。

クツクデリ(株) 介護施ａ向け食事提供トータルサービス「ワツ
タデリ」。

久留米工業大学
ｲﾝﾃﾘｼﾞｴﾝﾄ･ﾓﾋﾞﾘﾃｲi朗涯

介護者なしで自由に外出を楽しめる対話II能

な自動Ｓ転車椅子の紹介。

(株)クレアクト
「トビー視線入力ＳＳ」視線による意Ｓ伝達装
Ｓ.「視線だけ」でパソコン操作がill能。

(株)クローバー
･il動力ート･SI・車いす･階段ｇ降機･・動

歩行Ｓ。

(株)ケアフアツション
ＳＳを11利に「着楽」にオシヤレを楽しむ.そん

な「人にやさしいお洋服」を提供します。

広洋産業(株)
車いす用階段昇降機シンフォ二ーEA6,車いす

JE目段差解消機フレツクスステツプの展示。

(株)ザォバ
高齢き向け13Eマシンリハライト,介護ＳＳで

人気の振動マシンヴィブラ等を展示します。　。

(有)サロンド麗花
スロープ付移動美容車(※11jil17日･１８日の

み)

(株)サンオート
Ｓ位治療Ｓの施設専lillモデル,スカイウェルを

出展いたします。

(株)ジォラボ
新製呂!!1台で空気浄化･デジタルサイネージ･

消臭の3つをコラポ.事業用環境機器。

(有)シドウシヤエ房
移動式女性専・トイレカー.イベントはもちろん

災き時にも機動力をＲ揮!

(株)シモダアメニティー
サービス

オソン脱臭･除菌システム,携帯!lオソン発生

器の展示を行います。

(株)シルバー産業新聞社
介護保険の最新動「ち]をお伝えするFI刊専門紙

「シルバー産業新聞」など。

特定非営利活動法人
セルプセンター福岡

縫製呂,木工玩具,木工雑貨,菓子,古布による

アートフラワー等。

ダィワ化成(株) 入浴する人と,介護する人のために。

(株)ダイワコーポレーシヨン
Ｅ療･福祉Ｓ・向けの洗Ｓ機･乾Ｓ機をＳ示。
レンタリースプランもご知かします。

(株)つえ屋
機能jlきやデザィン性にＳれた杖をＳ示Ｓしま
す.常時8,000種15万本の在庫!

東洋羽毛九州販売(株) 羽毛布回･ムートン･Ｚ熱治療器など。

トヨタ自勤車(株) トヨタの福祉車両「ウエルキヤブ」の体感展示。

日産自動車(株)／
(株)オーテツクジヤパン

福祉施ａや病院の送ig!サービス,ご家庭の介
助に役立つクルマを展示いたします。

－ｓ社団法人　　　　　ｌｉｓ台は・祉丿目具祖き事■き■一の・j!ま社回レ日本福祉ll具供給協会　iま人です.g・Fj9き・をパネル・示します。

アロン化成(株)
介護■品＝アロン化成＝安寿,安全安むな介護

丿目品を目指し,色ぐな商呂を展■してます。

(株)イーストアイ ＨＣＲで発表の新商呂や,歩くとＳぶをサポート
する特大かご付歩行車等を展示します。

(株)いうら

(株)カワムラサイクル

工事ヵむFSでａＳが簡単なき台■･リフトＳを
展示しております.腰痛予防に最適です。

をｔ介Ｓの二ーズに合わせた商呂をＳ示して

おります.是非ご来場ください。

九州スズキ販売(株)
ハンドルＳＳ動車イスで実績Ｎ０．１セニア

カー.屋外走行も安定したモーターチエア展示。

九セラ(株)
すくい■いＳや使い易いカトラリー等の自助具

を展示。

(株)ケープ 体位変換器スモールチェンジラグーナは安心

安楽な体位変換をサポート致します。

(株)幸和製作所

シーホネンス(株)

最新のロボツトアシスト歩行車や新商品も出Ｓ
します。

「お役にi:Z:つメーカー,シーホネンス」をモツトー
にこれからも努力して参ります。

(株)島製作所
歩行車･シルバーカーの新商品を多数Ｓ示予定

です!是非お立ち寄りください。

(株)竹虎 創業100余年,Ｅ療･福祉･健康各分野のｇ験
を融合した商品開発･販売で社会貢献します。

日進Ｅ療器(株)
『ワンストツプブレーキ付車いす』～片方のブ
レーキ操作で両方のＳ動輪のロツクがill能。

ネクストシステム

ラボラトリーズ(有)
認知症の方のみまもりを支援するための端末「i

－coco」を展示いたします。

ハカルプラス(株)
超き波を利Ji:lした離床を検知します.又,起上り

を瞬Ｓに検知しiS{]を上げます。

パナソニツク
エイジフリー(株)

防カビ加工入浴補助具ユクリアをはじめ,ま,数
の福祉機Ｓを展示しております。

パラマウントベツド(株)
今回は,介護･Ｅ療ベッドに・らず先進の技術

で開発したロボット製品も展示します。

(株)プラツツ スキルアツプ,研修会ネタにお困りの方,ぜひプ

ラツツのラフィオにお任せ下さい。

｜　フランスベツド(株) 「介護する方も,受ける方も負担を軽減したい」
そんな思いから服牛した新Ｓペツドです。

(株)松lk製作所 全a87cmを実現し,より在宅で使いやすく
なつたMH－CR3Dミニを展示します。

(株)ミキ 車いす利ｇ者一人ひとりの個性と向き合い,最
適な車いすづくりにＳり祖み続けます。

(株)モルテン 特殊寝台8,付属呂,床ずれ防止JE目jlなどの新
製呂。

｜矢綺化工(株)
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介
助者の負担を軽減します!

(株)VIPグローパル 111行促進・管IIE療Sjlの実演体験。

ふくおかi劃駒t回迦胴膳l･
SIﾈｯﾄﾜ-ｸ

ふくおかＥ療福祉関連機ａ開発･実Ｅネット

ワーク会・li11業の・il機器の展示

アイクォーク(株)
体を動かす機会の少ない高齢者やａ体こF自由の方向
けの揺動ベッドです.病院や介護施設で活躍する空気
浄ｲﾋＳＳ.ＶＯＣ分解除去性能はt!!界最高水準です。

(株)E811 残薬および多ＳＳ薬・止ま援機能付見９りコ
ミユニケーシヨン端末「Picot」をS示。

芙蓉開発(株) 「まいにち9Sﾈﾂﾄ」ず11施lにて面目cpでＳ酬ﾋ予Ｓ
に蝦llを上げているAIを111つたl剔趙ほ･ｼｽﾃﾑ。

(有)ラツク
「もう一度,自分で字が書きたい」をかなえるた

めの筆Ｅ具保持Jｮ目補助具です。

龍宮(株)
寝つきがよく,リラツクスして眠れる寝具パシーマを

展示します.E療JE目純■の脱l綿とｶﾞ-ｾﾞを使i。

(株)フォメントメディカル
(韓国)

筋肖痛ﾗ台療Ｓ等のＺ熱機Ｓ

(公社)福岡県1･護福祉士会 介護･Ｓ知症の相談

(公社)福岡県作S療iま協会
作業療法の紹介やビーズを使つたキーホル
ダー･ストラツプ作りＳの体験コーナー。

大10ハワスエＳ(Ｓ)
Ｍ

･-･ﾁﾔ-ﾑﾋﾕ-ﾏﾝｹｱＳ)

自動排泄処!I装Ｓ『マインレツト爽』･尿[iglロ

ボ『ヒューマ二ー』の紹介

ニシキ(株)

日本セイフティ(株)

布パンツ,軽失禁下着の紹介

ポータブルトイレ「ラツプポン』の紹介

ユニ･チヤーム

メンリツケ(株)
紙おむつ『TENA製呂』の紹介

(特非)
ＮＰＯ福祉用具ネット

パネルによる活動紹介･排泄ケア用呂紹介

※･力(株)クローバー

(有)Ｅ電

ポータブルトイレヘの移乗体験(らく助,乗り助
ワイド,介護リフトスマイル)

ﾘﾌﾄ体験

(株)プラツツ

住友ａ工(株)

新商品　ポジショニングベツド体験

センサーによる体Ｅ分布測定体験

(株)タイカ 床ずれ防止JE目具とポジショニングタツション体験

(株)福祉SDグループ 洗髪シヤワー

(一社)日本介護美容
セラピスト協会

介護美容ミ組の紹介,Ｓ知症予防効Ｓのある

アロマブレンドオイルの紹介

福岡ひとにやさしい
介助を考える会

(株)cocotama

キネステティクス(R)の紹介

職jlのストレスケア対策アプリの紹介

福岡県:X:と大学
福祉・具研究会

19年間の活動紹介

(一社)日本リハビリ
テーシヨンエ学協会

福祉機Ｓコンテスト2017　受賞作品の紹介

(株)フジケア 介護保険相談コーナー

ペンギンワックス(株) 創業75年の清掃資機材メーカー.コードレス掃
ほ・や環境Ｅ・・■･ワツクスのご!IS。

本EB技研工業(株) 車いす仕様車,サイドリフトアツプシート車,Ｓ。

(株)iE木設計 障がい者事業Fgi向けシステム「Missヘル
パー」シリーズ.請ま･ケースＥ録など。

(有)ﾒﾃﾞｨｶﾙ･フアクトリー 高齢者への健康増進の活き活き生活の薦め!!

Fﾖ・11ﾇli･S力向上の歩liアイテムの紹介。

(株)メルシー 管理Ｅ療機Ｓ,ＤＸトレーナー.日本製のフツト
ケアマシンです。

(株)ヤマト 小Ｓマツサージ機。　　　　　　　　　で

(株)菱和テレコム 新しい介護請求ソフトで業務をサポート.多機
能なのにＳ簡単で低価格.jl非ご覧下さい。

※

ご了承下さい。

ンセルが生じる場合があります.あらかじめ



特設会場

llII●10:30~11:25
開催Ｅ念セミナー

高llが尊厳を保ちながら暮らし続ける
ことができるtlの実lを目指して

ll謹●12:00~13:30
働きやすい職場づくり
~介護現場への提案(ロポツトの活用に関して)～

llII●14:00~16:00
腰痛予防からケアの質を考える
～ﾉ-ﾘﾌﾄ(n》で介議の質が

どう麦わるかといろ概論と実技～

IIll●10:30~12:30
ﾉ-ﾘﾌﾄでｺﾐﾕﾆﾃｨを1える剽1!ll:n'
～保・淳子氏のコーディネーターによる

ノーリフトケアｅの実践報告～

IIll●13:00~15:00
福祉用具の効果的な活用を
～二次障害予防のための勤作介劾～

lll●15:00~16:00
日本の■療と介護の現状とその解決策
～こうしゅくゼロ活勤が日本を敦ろ～

ll腿●10:30~11:30

41X山明子介護体験セミナー

lll●13:30~15:40
＝パネルディスカッシヨン＝
これからの介朧を担う福祉用具･
介朧ロポットの活用について

SI･113o,11:30
きたきゅう体操･ひまわり太極拳･
E･G体操の実演紹介

EI●13:00~14:30
根拠を持つた介朧技術とは
～介助の基本技術とｓ知症の方への対応～

III●10:30~12:00
どうすれぱ使えるようになるのか77
コミユニケーシヨン機器と
入力スイッチの導入方法について

11;l･14:00~15:00

30年制度改iEに備える!
～今,福祉・ａ事業者が準備しておくぺき事-

セミナー

会場
Ａ

SI●13:00~14:30
まちづくりからはじめる地域包括ケア
医療と1`護の達携,そして社套資源の活jl
～オランダから学ぶこと～

四●15:30~16:30
福祉・Ｒのヒヤリ･ハツト
～事例で知り事故を防ぐ～(移動機器纏)

SI●10:30~12:00
生活行為向上マネジメントについて

EI●13:00~16:30
専門家による「これから」を考える
セミナー

セミナー

会場
Ｂ

IχII●13:30~14:30
利用者を地域で支えるために
～誰もが住み続けられる地域づくりへの挑戦～

II謹●15:30~16:30
来1の:n`I,ISのICTSSll似こ自lけて
～S!IE労働科学研究に指定された在宅の

遠隔医療のパイオニアが語る～

III●10:30~12:30
福祉用具の選択と福祉用具を活用した
楽ね:介助方法

セミナー

会場
Ｃ

III111:oo~16:3o NPO福祉用具ネツトのブース内セミナー

･18日は11:00~16:00

1Zle12:30~16:30(311会議室)
(翻雌)゛"'"¨……~

おむつ検定(S)受験対策講座
及びおむつ検定

g!xil e14:00~16:30(314･315会SS)

■療と介議の関係者による
まちづくりと地域貢献

III･10:30~12:30(301会譜室)
キネステティクス(R》体験講座
午前の部Eコース

EII･10:00~15:00(302~304ss室)
ＮＰＯ法人ケアマネツト21公開セミナー

lill･10:00~13:00

平成29年度福岡県社会福祉
施設人材定着支援セミナー

セミナー

会場
Ｄ

ＡＩＭ３階
(311~315)

会議室

III●13:00~14:00
「子どもの車いすの選び方･合わせ方」

llll●11:00~12:00
「かわいい子ども服のバリアフリー」

IZI･13:00~17:00(315sls)
高齢者のための歩行と足のケアを
考える講演会

新館3階
(301~304)

会議室

III･10:30～12:30(301会議Ｓ)
キネステティクス(R)体験講座
午前の部Ａコース

III113:30～15:30(301会議室)
キネステティクス(R)体験講座
午後の部Ｂコース

IIle10:30~12:30(301会議ま)
キネステティクス(R》体験講座
午前の部Ｃコース

EII･13:30~15:30(301会護Ｓ)
キネステティクス(R)体験講座
午後の部Ｄコース

新館Ｃ
展示場

㎜

●13:oo~16:oo第2回福祉のしごと合同就職面談会in北九州

IEUllをlt!ISで１えるために
～ｌもがｔみ縦けられる

ＳＳづくりへのｌｌ～
11Jﾖil16日(木)・13:3o～14:30
�ま・:西日本■際福祉機Ｓ展事務・

Ｅ療,介護サービスだけで,高齢者の暮らしを支えることはぷFiil能です。
そのために,地域包括ケアシステムでｇわれる「住まい」や「介護予防」「!iE活

支援」を充実することが必Ｓです.今回は,病院の２場から自ちに帰れない憲
者の・院支援の観点から地域づくりに取り組まれている大牟EB市の実践をみな
さんで考えていただく機会にしたいと思います。

【講・】・療ま人・う41園白ｊｌｌＳＩＥＳ・・・ll　猿渡進平ａ

来春の介護、ll療の
ＩＣＴ診療報酬化に向けて

～厚こごニ：y;ごごTニフご？ごこご二jり§り
遠陵Lニミむパぐぷてプこ７ＪＳぶ～

11月16日(木)・15:3o~16:30
・・ｌ:芙Ｓ開発株式会社Ｅ療法人芙蓉会

ｊ認昌温昌ぷぷ悶認ｔyｌS
本遠隔医療介護協会より、

に招致され,ＮＨＫで全・放送されたAI健康管理システムの開発

者が話をします。

【講・】日本・・ＥＳＩヽ・１会(ＪＴＣＣ)!11Sll

芙蓉グループfｔｌ　　　　　　　　前EB俊輔ａ

福祉用具のヒヤリ・ハット
～事例で知り事故を防ぐ～
(移勤機Ｓ編)
１１月16日(木)e15:30～16:30
・・・:一般社団法人日本福祉■Ｒ･生活支援■具協会

福祉用具の事故原因の多くは「誤使用」などの使」ll方法が原因となっています.本セミ
ナーは,Ｓ動ａＳとして・Ｒしている「シルバーカー」「手・車いす」「Ｓ動車いす」の,Ｘ大
事故につながるリスクのある「ヒヤリ･ハット」を,動画を交え事例を紹介します.福祉用具初
心者の方にも解りやすい内容です。

まちづくりからはじめるljl包11ケア
圀奈とn･Ｉのill、そしてttｉｉｌのｉ
～y'シンダか５りぶじど～

tﾘ916日(木)113:00~14:30
J皿兼Je13:00~14:00
~‾　1昌昌儡ぷ沼昌霖ま集委Ｒ)　浅川澄-ａ

●14:00～14:30 テーブルトーク(質疑応答)
生涯活躍のま

四皿

福祉用具活用セミナー
Ｉ・・:福祉住環境コーディネーター協会

特定非営利活動法人ＮＰＯ福祉用具ネット
福祉用具プラザ北九州

【・・】(一社)日本ノーリフトＳｉ{911事保E日淳子a

1 1 JEil16日(木)
『iiiijl ・1 4:00～116:00
二こニ防いらヶアの賀を者える
～ノーリフト "

1 1 jEil1 7 ヨ(金)
『iiiUlel(:30～112:310
ノーリフトごコミュニティを考え.る事例紹介
～保EB淳子Ｆのコーディネーターによるノーリフトケアきの実践報告～

今回,FJC協会
ノーリフトケアの1

淳子氏に詳しくおiえしていただきます.是非,ご参加下さい。

SI

11JEil16臼(木)113:oo～14:oo
こどもの○ろばセミナー1

「子どもの車いすのｌび力'・きわせ力'」
【講師】4朱il;台社７６６tＳミ締ａ　　岡野善記。

「766」は日本の新しい車いすﾒ-ｶ-です.シンプルなデザイン性や駆

動きにおいてクオリティの高い車いすをＳａされており,や後のＳａが楽

しみな会社です.講師の岡野氏はスウェーデンで車いすインストラクター

の講習を受けられており全・各地で講師を務めています.今回のセミナー

では子どもに適した車いすの選択や適合についてお話していただきます。

シーティングに関する新しい情報にも触れていただく予定です。

四
M 117y″今)・11:00～12:00
こども⑩○`るばセミナー2

「かわいい子ども服のバリアフリー」
【講師】合回会社ぷるちーの　　　　伊藤佳苗ａ

今年・iZから10年をilえる「ぷるち一の」.Bﾔ年の機ａＳにはじめて子

どもj目介Ｓ服を■展していただき,そのかわいいデザインや使いやすさに
保護者を中心に大きな反響がありました.講師の伊藤氏自身も障害をも
つ子どもの保護者でもあり,ユーザーの立場に立つた製品つくりをされて

います.今回のセミナーでは,ぷるちーの創立から現在までにiiる過程に

ついて,またその中で培つてきたノウハウ,生活のなかで活かせる工夫点

などについてお話していただく予定です。

SI

生活行為向上
マネジメントについて
11jEll17日(金)●10:30~12:00

1“４ａ社回iま人Ｓ回IS搾ＩＳまｌや

【講師】gS:之?ｌｓｓあやめのＥ　都甲`幹太ａ
生活行為『a』上マネジメントについて,作業療法士から詳しく

解説いたします。

ちづくりを考ｉでいきます，

ﾌﾟラザ北九州と連携して， 今注目されている



EIIrl家による「これから」を
考えるセミナー

11月17日(金)e13:00～16:30
・13:00～13:50知つて安む!相続税

ふしはら・ｔtr事Ｓｉ ｌｌｌ=t=節原隆男ａ
わかりやすく相続税申告の実際をお話します。

・14:00～14:50あね:たとあなたの大切Γλのための信託
-Ｓ社回iま人ソレイユ九州 ９･ ５ａＳ=t=松尾陽子ａ

Ｓ知症や障害者の方の役にｔつこ１からの財産管IIや財産

e15:00～16:30 1ｒ日からできる介護予S'ンツ;～タア
ー・社回・人フットヘルパーSi ftＭＭＩ奥E日晶子ａ

介護現場･在宅におけ1フツトケアのＳ要性と簡単なケフリ)方法を紹介します。

gyxil《特別企■》

おむつ検定■受験対策講座
及びおむつ検定
1 1 Ji11 8日(土)●12:3o～16:30
・IE・:ＮＰＯ福祉用具ネット/はいせつ総合研究所

受講費用／２,000円(受検料・テキスト代込み)
串込締切／11JE12日厳守

讐ぼ霖ｔが犀t認溜昌jｔなご゛ﾟ゛“゛"ｏ“゛゛ク゛~Ａ＾"~

Sとn・Ｉの関１１にょに
まちづくりと地域貢献

Ｓ知症700万人時代においては,Ｅ療･介護関係者が地域の
一員として積極的に「まちづくり」を行つていくことが重要です。そ
こで「コミュニティデザイン」「ll業とのコラボによるlt!3域Ｒ献の
方法」「地域貢献による人材育成･離職防止」等について考えてみ
たいと思います。

１１ｇﾚﾆﾚごこｅ１４:00～16:30
●14:(て)～15:00

記念講演「私は何ができるだろう
【講Ｓ】　　　　～みんね:で者え.る『医療・介朧関係者による
■iE61人翼|･ｌ木おll事Ｓ所ftＳＳ=i=|まちづくりと地域貢献』」

●15:10～16:30　　篠木　潔ａ
トークセッション
1 1･:n･Ｉの現場からの声とｌ木EI護士によるトークセッション
【=　ダイネーター】をきサポートながさきクリ:ニック・li ji崎修二ａ

EIIキネステラ
体験講座

言ﾌﾟﾚaa嬰,･l
プjｔ!型忽ｎださい.所定の申込用紙
聯私Ｎド=Jj福祉ｌ具ネットホームページより入手iil能。

ニく7a芯６ｉｇツト/福岡ひとにやさしい介助を考える会
il拓必(彩コがj縦こ（午弗４や宍ﾈ::

‥…………………..やJj!R!りしり9烹郵1?９りこｙ.
l，　７!　　　　　　　・lo:3o~12:3o午前の部Ｃコース

111117曰(き)~~~iぷ3いぷ・~４４１Ｓｂゴニズ~~'
一一一一一--一一一一一一---一一-一一--一一一一--一一-一一---一一一一一一-一一-一一一----一一----一一-

ﾚ゛'スバこ-Ｕ　　・lo:3o⌒ヽ･12:3o午前の部Eコース
ー－●-----

，．　　　'臼Qe塔1「lg嘔恥ａｌｍ・５ＷＩ，I

EI根拠を持つた介護技術とは
～介ｌの基本技術と認S】症の方ヘ

。、j･レごごﾌごi・13:00～14:30
■主Ｓ:公益社団法人福岡県介護福祉士会

職能回体である本会が,ポディメカニクスを使つたり,身近にあるものを
使つた楽４介護を実演でＳ・します.また寸劇をａしてＳ知症の方への対応
など,福祉分野に携わる専門職の方はじめ,広く一般の方やも必見の,基本
的な介護技術をお見せします。

【・回i】ＳＩＳＳａ祉ｔａ/111SIS回騨
ご家族,利Jil

rl

ＮＰＯ福祉用具ネットのブー
セＺナーブース内セミナーはEIﾖia;Ｆｓ～　　　(参加無料一部材料費あり　)
[皿尚禾y]
●11:00～12:00

「こうしゅくゼロ活動が日本を以し。
優しいケアと4．,..,。＿－.乙,.＿.二jl。14J縮を
ね:≪しましょうi
一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会発起人･副代表石橋弘人・

●12:30～13:３０

ＳＳＳ策セミナーその1『ボード・シートの使い方』
ＮｐｏＳ祉ｉ具ネットＳ事山形茂生ji(搾・SG士)

●14:00～15:00
おむつフィツターが伝える排泄ケアのポイントその①

『布パンツの上Ｕな活用法』
おむつフィッター･1・江副IE典ａ

●15:30～16:30

おむつフィツターガｉえる排泄ケアのポイントその②

『おむつの逗びご,ノム,い。j.ヽ-'』
.　おむつフィッターla中尾Ｅ枝子ji

匹皿順
●11:00～12:00

『職場における八ｊ:八メ7ｙヽどむ:』
(4朱)ＣＯＣｏtａｍポａ・締ａ佐や木寿生ａ(ａ・カウンセラー)

●12:30～13:３０
ＮＰＯ福祉Jﾖ目具ネット151年Ｅ念イペント

『フォトストー1;　てこ乙涵る
に。こｓ.ｒ目具ネットの15年間』
ｉｐｏ・祉・ＲネットII事/事Ｓ・ll大山美智江ａ

・14:oo～16:3oビューティタッチセラピストの技術Ｌ削
●『一Ｓ》14:00～15:15

j了心に響くハンドマツサ･-ｼﾞ』レッヌン
●(二1 15:15～16:30

yラ6マij21－と自Ｒ搾SI(戸漸痢粁)
自Ｓﾈ41糾やｌﾀa]症に対応したルーヽムＸごｙjくこ

-・社目ほ人日jf・索iセラピスト・台ftａ谷都美子ａ

二ly]
●11:00～12:OC

『もう一麿謝ﾚ　　　　。.ごしごせんか7』
伝えたい二つのメッセージ

①排泄ヶアＳ品を知ると解決策が広がる!
②排使だけでも座つて排泄をすることを考えませんか1

大山美智江ａ(Ｓ・・)
●12:30～13:30

SS対策セミナーその2『リフトの選了‘
ｉｐｏ・祉丿目具ネット!I事山形茂生fU

●14:00～16:00

『まい方』
S士)

ＮＰＯ福祉用具ネット15周ふ£ｉ、、ノト
ー福祉ｇＲのふ、こＪ、ふふヘー
(福祉・Ｒのii・･･これからの生活支援に向けて)

匹匹ズ席縦
コーディネーター豊日ﾖ謙二ａ(11事ll)

二浬弓一二　E!=1=11ﾒ91 91E a(PT･SI問リハビリ)
----

坂E日栄二ａ(福祉JI目具開jlき)
左　広美ａ(まき家Ｓ)

二ｊヌヌ‾フ

是松きく・ａ(ケアマネ･Ｓ回・Ｓｉ)
山形茂生ａ(ＯＴ･Ｓ祉Ji目具プランナー)

吉村恭幸ａ(Ｅｉ)

『新しい:n･Ｉのカタチ展』セミナーＩＩ

旧~心白~縦
Ell・12:oo~13:3o 117m111
ゴ宍やすり･？jjづぐつ
～介談ａしlへの涜コ

(こボッ;ヽの沿ごに西L,て)～
働きやすい職Ｓづくりは,そこで働く人･なが1きつ特性と職務Ｒび職場

1謳昌宍涼雷ほ滉1?昌ｍｙ゛゛ヽ““

熾ｇ昌ｒ習『学研究所　泉　博之ａ

口~席紐尚』
Elle13:oo～15:oo llml1111
ご二二二Z)効こここここここ
～二次障害予防のための動作介ｊ～

持ち上げやglきずり介護はやめましょう.現場の介護技術を見直し
て,介護される側には･61t!lよく,介護きには腰痛予防になる福祉JilRを
上手にZjilした介Ｓ技術について学びます。

一般社団法人ナチュラルハートフルケアネットワーク

ftａｌｌ事　下元佳子ａ

Ｅχl・15:oo～16:oo llmn!１
ﾐ.a, ’ ”　－'ｆ-‘＾‘･’'　ﾟjly ・主催:

藍．、、．.....,．.1‘’Enl娶ｒＳｌｉ
～ご･ひＭ=ぐjyｊｊＬがぶi747kう～

1本が｛ｌく固まった4えＳを　一般社回法人
■・とかヽ肖縮にうしゅく｝こうしゅくゼロ推進協議会代表
とかといいます.仕方ないと　　　　　　　　　、
・つていませんか7やの日　　　　松尾）肖美氏
本でもこれを無くすことも、
改善することもできるよう
になってきました.拘縮がな
ぜ起きるのかその原因から
Ｓ解して,拘縮を無くしま
しょう! 一般社団法人

こうしゅくゼロ推進協議会
スーパーアドバイザー

山形茂生jｉ

匹二]ご]
aii毎ぶ示1oｒｍ１１

で恕ザでろ加やと‥。
ゴフぶＱむ。;ﾆづいピ゛゜
。ａ彗ぶ旨嬰「=i＝デ５＝」＝]

公益財団法人テクノエイド協会
企画部部ll

五島清国jｌ

てきた先進事例をご紹介し
ながら考えていきます。

(発題)

横浜市総合リハビリテーションセンター　、、白　。
jMリハビリテーションI Sll　　　渡Ｓ惧－ａ
(事{il報き}　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿
社会福祉・人Ｓの7E会iま人本部リハビリ課Sll　　　楠71;寛之ａ

社MI祉jま人Ｅ篠会高ｌきＳ台｜祉ｌｌひうなSEﾘﾊﾋﾟﾘＳｓ・森山EIﾖ香ａ
(実証施設報告)

サポートセンター門司施設長

好日苑大!ｌの郷施設長

中村順子ａ

渡辺大祐ａ

嘔ｌｅ１４:ｏｏ～15:ooISSIZI　´
30年la4111に備ｘii..‥_
～今、福祉.,..、,.-.,,...ご備して
30年制度改iEで福祉用

の新様式」を紹介し,具体的
なＥ入例などを示しながら
詳しく解説します。

a3くべき事～

一般社団法人

全・福祉・具専門相談ａ協会
理事長

岩元文雄ａ

た楽な介ｌ方法
●10:30~12:30

人日本福祉用具供給協ヨ

した楽な介助方法について、

住まいと介護研究所所ll　　　　　、
（!11きISaｔ･圭ぞIEf・支Ｓ４rＳ）谷口昌宏ａ

お申し込み先
加SI.1白ｈゼ４=

-　　　　　　　　　　　　　　－－

ＳＩ高齢=lのためのISliとｌのEI
ケアをｌえる講演会

ヤLWツＥ(金)・13:oo～17:oo
・iE・:有限会社メディカル･ファクトリー
ＩＳＩ:株式会社オオタニ･ヘルスケア･オフィス

①介護予防のフットケアのＳＳ性と活■
e13:00～14:20 －Ｓ社回iま人フットヘルパー１会ft表l別i奥日EI晶子ａ

②ポール･ウォーキングの活用と有効性

ｅ１４:30‾15:40 71ｒlまツ本ポ~ル`ヴ~キフグ１台ａ藤達也ji
③転倒予防PEI滑歩行サポーター楽歩くん検証報告
e15:50～16:５０１ＳａＳＳプラザSi"素ま=i=　　　EE日修也ａ

EI

どうすれば使えるようになるのか`
コミュニケーション機■と
入力スイッチの導入方法について
ダ　　＼くドごe10:30~12:00

ぷ召Ｓ霖ｎぎ祗４にぶ
Ｕ毀温がぼ瓢詣昆ａむご)゛

【ＳＳ】パナソニツクエイジフリー4朱iほ社　松尾光晴ａ

ＳＩ

きたきゅう体操・ひまわり太橿1
E・Ｇ体操の実演紹介
ヅ:∧＾゛二万,Cy'j,11;・lo:3o~11:30
■ｔl　　　l具プラザ北九州

北九!　　　　　M�1讐瓢ｒl暦跨旨

e13:00～13:40移勤･移乗の介助
家庭にあるものをii■してのらくらく介議

e13:40～13:45休憩

e13:45～14:30寸劇による認知症の方への接し方
その他:介Ｓの事なら９でもご相談下さい.(16～18日相談コーナーＳＳ)

・主催:

●10:30～1

ています ロボッ



※写真は前回の様ニf-ｅ-り。

E11 mＷ7ＳIＳ

NPO法人ケアマネット21公開セミナー11Jil18日(土)●lo=･
2018年のＥ療･介護･障害のトリプル改iEを踏まえ,これからの介護保険制度の持続II能性の確保と地域き括ケアシステムの深化･推ま
に係る11状とＳＳについて,Ｓ方から見つめなおす。
また,トリプル改正を踏まえて今後の地域におけるケアマネジャーの役割と諌題を通じてこれからのケアマネジメントの在り方を考える。

●10:00

●10:30～

受付
主・きＳｇ　　９０１人ケアマネット21ftａ白木裕子ａ

■10:40～12:00にれからの地域包括システムについて」
・11EﾀIS・1ﾋ・・ほ生・itり1さlgヶア４１Ｓ縦翁川純尚a

112:00～13:30　　休Ｓ

●13:30～

●15:00

「2018年・療と介護の[i]Bき改iEにおける
ケアマネジャーの在りﾌぢをそえる」

閉会予定　　　　　　　　・・林大!;ｌｌＳＩ白潭政和・

求職についての相談コーナーあＱ.履歴書不要,服装自由,参加無料,事前qﾖし込み不

要.是非,ご参加ください。

[籐苧蕪]ｔき懇信とjF!!ｉｉＭ声
(北九州市福祉人材バンク)
干804-0067北九州市Ｆ畑Cg汐＃I:rl-6ウェルとばた8階
ＴＥＬ.(093)881-0901　FAX.(093)882-3579

EI

）

参加ご希望の方は(氏名,事業所45,ＳＳ,ＳＳ･FAX)
を下記までFAXください。　　　　　　　　｀

ＮＰＯ法人ケアマネット21
FAX 093-562-1 155　　匹ft

回７ごドヨ白
詳細はＮＰＯ法人ヶアマネット21HPをご参照ください。

Ｅ

【参力0・】ＳＲ【Fj9き】講義

「職員採用から始まる定着支援」

<講ｉ>らしＳＩＲｉ ｆt表門野友彦ａ

豪華lalま品の当たる　　　　【日Bs】11916日(木)～18日(土)10:oo～17:oo(ａｓ日は16:30まで)
スタンプラリーお楽しみ抽選会【・ｓ】l溜認昌昌μ“”“台゛
※抽選会の記念品内容は,ホームページにて掲載予定です。

会場アクセス 福祉車両展示ブースのご案内
トヨタ,日産自動車,ホンダ各社から福祉車両が一堂に介し,展示が行われます。
すべての方の乗り降りにやさしいクルマをll非,会場でご体感下さい。

汗７"'………;

.7y４.

'ヘ

鬘．ｑ．

"Ｘ　V

します

奈注意

出展関係者Ｅ入欄

博多駅一小倉駅17分(新幹線)

小倉駅一新大阪駅２荷関15分(新幹線)

お車でご来場のお客様でＡI

小ｌｌ一縦it九Ｓｌｉ－ｌｍｌ１２ｍｌ０５９

小ｌｌ一新ｔ九肖ｉｌ３０９(パス)

をご利・のお

客様については駐車料金2時間600Pﾖのところを300Pﾖでご利■いただける割gl券をＳ売いた

下さい。

です

西日本■際福祉機Ｓ展事務局(ａＭ)ｊﾋ九INヽ1・ｉコンペンション１会内
i802-0001北九州市小倉北IZ浅g3-8-I TEL.093-511-6800 FAX.093-521 -8845

httｐ://ｗＷＷ.ｐｐｃ-fｕkｕｓhi.ｎｅt/ ｓしくはこちらまでに回回ぎ・祉　~~‾蔓ＩＳ、
----･･-------

・会場位置図小倉駅よりＳ歩59

へ,''7yヽ･ ･.'jjｙ･･'ぷ･

－ｔ
ぼ証６

i°．r　゛

レツト井筒ａ

ｌ
１

紬i4

小文７１１り

平成29年度

第2回福祉のしごと
合同就職Ｓ談会in北九州
:日ｓl1 1 1E117日(金)13:oo~16:oo

lljﾖ!118日(土)13:oo~16:oo

ヵ・】西日本総合展示場新館
ま・】

1ます.福祉関係の資格や

求職についての相談コーナーあり.履歴書不要,服装自由,参加無料,事前申し込み不
ｌ！皿４１７Ｓｉｎどぢｔl.１_
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いす・・,Ｊ目品・入沁用品

子どもたちの4jきが豊かになるような数４の福祉・具の展示を行って

います。期間中はil学・作業療1111やリハビリエ学・といった専門ス

タッフやメーカー担IS者が丁寧に対応いたします。「こどものひろば」

内の特設会場でセミナーも開催します。お気軽にお越しください！！！
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し
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いす
制度でつくれるま位保持

装置をはじめ、ｔ5きや学■

場Ｓで使う姿勢に適したき
種いすを展示します。また

白走式や電勤式。介助用の

各種車いすも展示します

子ど16の車いすの　77
選び方・合わせ方

講師／株式会社766代表ａ締役

■Ｓ善Ｅｉｔ

i.活用品
スプーン・フォーク・食器

などの食事・ａのほかに衣類･

食事用エプ０ン・ブランヶツ

トなど、かわいらしくて使い

やすい生活用具を展示します。

・参加

・ｔにおいてクオリティの高い車いすを製造されており。や後のＳａが楽

しみな会社です。講師の岡野ａはスウェーデンで車いすインストラクター

を受けられており全国各地で講師を務めています。今回のセミナー

では子どもに適した車いすの選択や適台についてお話していただきます。
－－－

シーティｙグに関する新しい情報にも触れていただく予定です。

－－－－-

参加ご希・の2iはくセミナー4S

を右記までＦＡＸください

ﾈ’ｊ

ペ

入浴用品
子どもの入jl介助がしや

すいように工夫された簡

■j6槽と各種シャワー

チェアーを展示します

ｊ

会場｜こど11,のひろば　ース1ﾒ3

かわいいこど16服の

バジアフジー

講師/合回ｔ社ぷるちーの

伊藤佳苗先IE

今年創まから10年を迎える「ぷるちーの」。昨年のＳ器展にはじめて子ども用介
g'･7r･rW･･aS-r-〒9･回四･r-･¶〃-9〒-･9r917"r四･9wyspgsiw'f-皿皿-･79F¨･Nら'ゝarM9--･yr･'-r7胃r･9･y'9awsiws－－㎜-www-

護服をaj展していただき、そのかわいいデザインや使いやすさにＳ護者を中ふに

大きなli響がありました。講師の伊藤ａ白身も障害をもつ子どもの保Ｓｔであり、

ユーザーの2i場に:ｉつた製品つくりを.されています．や回のセミナーでは、ぷる
s･･･.y･-y--- --7rr･417--･.-s--･9χ.･z-FM四四〃･-･--Q-JfJ'りゅzを-1四w四･〃･〃--9wy-

ちーの創ｉ:から現在までにJiるａａについて、またその中でjをつてきたノウハウ、

生活のなかで活かせる工夫点などについておＳしていただく予定です．

も前･j91X・ＳＳ・電話〉

北九州市ま総台療育セｙター

５日本国Ｓ福祉機器展こどものひろば

㈱766

有限会社　アイユー

㈱有薗製作JW
■■㎜■■㎜■㎜㎜r･S･WIM･I■■■■㎜■■■㎜

㈱ｔij技術if究所

ＥＲＥＶＯＪＡＰＡＮ㈱
』････ ･･･I■････=･･･ ･ 』-･==･････ ･･･=･=

㈱回1部洋食Ｓ製作Jｦf

オットーボック･ジャパン株式会社

呂 ｎＱ‘：ｌ＿ＱＱつ＿つ7 1 ‘:1
－-

奈情報はこどものひろばのみの目的で使用し．他の目自りに

－－

は一{ｌ使用し

－－

ません。

(Ｓ)093－922－5596(l!!ｉ・/ 14RJII･東･中村)

かえるキ。ズのお助け隊

J気の郷工房

㈱きさく工ｇ

九セラ㈱

Ｅ信化エ㈱ 福fi9営業igf

・和貿■株式会社
■回㎜･･■■■■■回■■回■■■■■■■■■■･II･･■･I･･･=

タカノ株式会社

奈状況による参少の変更をご了承くたさい。

有限会社でく工房

テクノグリーン㈱

日まＥ療Ｓ㈱九州営業iｦi

ノット株式会社

㈱ピーエーエス

ぶるち一の合同会社

㈱松永製作所

㈱ミキ

矢崎化工株式会社
-----･･･I････9･････A･＝　■･････････

ヤマハ発勣機㈱
.a回9..j.S9r .S...a･････････a･･･　･･-･･

株式会社Ｌｅｅ製作室

九ﾀHエンゼル㈱

九日本㈱

パンテーラ・ジャパン㈱

１


	00206B810534171031105926
	00206B810534171031110027

