
地下鉄 
京都駅から 

地下鉄烏丸線で丸太町駅下車 徒歩 15 分 

 

バス 
いずれも堀川下立売バス停下車 西へ徒歩 3分 

●ＪＲ京都駅から市バス 9番  西賀茂車庫行き 

●ＪＲ京都駅から市バス 50 番 立命館大学行き 

●京阪三条駅から市バス 12 番 立命館大学行き 

●阪急烏丸駅から市バス 12 番 立命館大学行き 

 

タクシー 
ＪＲ京都駅から約 15 分（1,500 円程度） 

㈱排泄総合研究所 むつき庵 
〒602-8123 京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目 648 

Ｔｅｌ：０７５-８０３-１１２２ Ｆａｘ：０７５-８０３-１１２３ 
ＵＲＬ ｈｔｔｐ://www.mutsukian.com e-mail info@mutsukian.com

むつき庵は㈱排泄総合研究所が運営しております 

むつき庵 オリジナルブランド 「トランクス・ホルダー」誕生！ 
この“トランクス・ホルダー“は「軽失禁パンツでは少し不安・・・。でも普通のパンツのようで、何か安心できるものがあれば、外

出も気軽にできるのになぁ・・・」という声から生まれました。 

紙の尿パッドをしっかり固定しながら、通気性やファッション性も考えています。背部と腹部がパイル地のため肌触りが良く、吸

水性もあります。股の部分は透湿素材で漏れと蒸れを防ぎます。 

また横のホックの下を開ければ尿パッドの交換も楽です。何より、どう見ても素敵なトランクス！これなら人前でも安心です。

携帯に便利でおしゃれな、小袋が付いています。 

 

おしゃれな

小袋付 

午前 10 時から午後 5 時 30 分まで 

月～水 予約の研修会、勉強会、見学会等 

水 個別相談日 

木～土 一般来館日 

日・祝 休館日 

月～水の予約研修・個別相談は有料となっております。詳しく

はむつき庵までお問い合わせください。 

ベージュを基調に紺のラインが効いたチェック柄とシックな茶系のチェック柄の

２種類からお選びください。  Ｍ・Ｌ・ＬＬの３サイズです。 

メーカー一押し情報 
このコーナーでは、排泄に関連のあるメーカーから、

新製品や豆知識などを紹介していただきます。今回

は「むつき庵」オリジナルブランド製品のご紹介です。

尿量などに合

わせたパッド１

枚を入れて使

用します 

あなたもむつきレンジャーになりましょう!! 

はじめまして、排泄みまもり隊 むつきレンジャー隊長のむつきちゃんと申します。 
むつきレンジャーとは、全国にいる１０００人以上のオムツフィッターさんたちが、他のオムツフィッターさんと 

つながりを持って活動しやすくなるようにサポートする事を目的に設立されました。 
 
また、むつきレンジャーになると下記のようなことができます。 
・  介護情報サイト アプトケア（http://www.upto-care.net/）の中で自分のホームページが無料で持てる。 
・ むつきレンジャーのホームページの掲示板を利用できるようになる。 
・ むつきレンジャーのキャラクター商品を購入することができる（商品は開発中）。 
・ なんとなく仲間意識が出来る。 

 などなどです。 

入隊するには、むつき庵の賛助会員になって、むつきレンジャーのホームページからお申し込み頂くだけです。 
詳しい内容はむつきレンジャーのチラシか HP（http://www.mutsuki-r.com/）をご覧ください。 

 

     

通信Ｎｏ．１１

 
むつき庵は１１月に５周年を迎えました。その記念イベント、東京での「おむつのファッションショー」

も無事に終わりました。１５００名を超える方が見てくださったこと、それに何より５８名ものボランテ

ィアさんが各地から来てくださり、モデルや受付などさまざまなことをしていただいたことは、このイベ

ントの大きな成果です。ボランティアさんの対応は素晴らしくて、お礼のお手紙もいただきました。そん

な方々と出会えているのは私たちの誇りです。共同開催者の福祉住環境コーディネーター協会、それにメ

ーカーの方々にも何とお礼を申したらいいか分かりません。 
 １１月に初めての１級のオムツフィッター研修を開催しました。予想をはるかに上回る申し込みをいた

だきました。むつきレンジャーというホームページもできました。このようにむつき庵にしっかり関わろ

うと思ってくださる多くの方に出会えたこと。そのことで、やらねばならないことの輪郭が見え、それら

を皆様と一緒に実現できるのではないかと思うようになりました。 
むつき庵は５年たって少し大きくなりました。これからもその中身をしっかりとつけていきたいので、

どうか皆様これからもいっそうのお付き合いをよろしくお願いいたします。 

むつき庵 代表 浜田きよ子 

                         

 

◆オムツフィッター研修のご案内 
★ 平成２１年度２級研修 

★ 平成２１年度３級研修 

 

◆ おむつのファッションショー 

ｉｎ東京のご報告 
           

◆ミニむつき庵コーナー 

◆メーカーイチ押し情報 

  「むつき庵ブランド」が誕生しました 

◆むつきレンジャーのホームページができました 

 



９月２５日(木)、むつき庵の５周年記念イベントとして「おむつのファッションショー」をむつき庵と福祉住環境コーディネーター協会、９社

のメーカーの方がたと共催で、東京都品川区の｢きゅりあん｣で開催しました。全国各地から昼・夕の部合わせて１５００人にものぼる

方々にご覧いただき、無事終えることができました。また、国内外の多くのメディアの取材を受け、ファッションショーの模様が南アフリカ共

和国・ヨハネスブルグの地元有力紙に大きく取り上げられ、インターネットでも各国に配信されました。 

全国から駆けつけ、お手伝いいただいた５８名のボランティアの方がたの頑張りと、やさしい気配りに来場された方から、ねぎらいと感謝

の言葉をいただきました。むつき庵にとって、大きな宝物となりました。 

ファッションショーを盛りたててくださった皆様に、誌面をお借りし心から感謝申し上げます。 

ボランティアさんの感

想をお聞きしました。 

「おむつのファッションショー」って?? 見たことのない人には当然の？マーク。 

下着のファッションショーがあるのだからおむつのファッションショーがあったっていい

じゃない！と強気の私。そんな時、私はいつも自分に言い聞かせる「おむつも下

着です」という浜田先生の言葉。「おむつのお世話になんてなりたくない・・・」もち

ろん誰だってそうだ。「脱おむつ！」不要なおむつの使用は改善しなければなりま

せん。でも、「脱！おむつ」という言葉が独り歩きするのは些か不安。治療などを

施しても、環境や道具で工夫してもやむを得ずおむつのお世話になる人は沢山

います。その方達やおむつさんの肩身が狭くなるのはいかがなものか・・・スマート

なおむつ使いをすすめ、スタイリッシュな“おむらー”（勝手に命名）としていきいき

と生活できるよう支援できるオムツフィッターでありたい！「おむつのちから」を強く

感じたファッションショーの一日でした。「あそこの、ベージュのはくパンツは温泉に

ぴったりだよ～」「そうなの！それなら私も人目を気にせず温泉にはいていけるわ

～！」と老人センターで楽しそうにお話するおばあちゃま達の姿があちこちで聞け

る日が来ることを願って・・・。 

大都市東京での「おむつのファッションショー」の成功をお祝い申し上げます！ 

ツルハ 池ヶ谷真由美

昨年のオムツフィッターには、北海道・稚内や沖縄など、遠くからも研修を受講してくださいました。2 級研修では、110 人あ

まりの方々が資格を取得されました。そして、2 級資格修了者の方々からたくさんのご要望があった 1 級研修を、11 月から開

催しています。各講座とも 50 名を超える方のお申し込みがあり、スタッフ一同、気持を引き締めて臨んでいます。 

3級研修は12月までの日程が下記のとおり決定しています。最近は受講希望者が多く、すぐに定員を満たしますので、早

めのお申し込みをお待ちしています。 

      

      オムツフィッター研修のご案内 

～ 一人ひとりの力で ～『東京オムツのファッションショーに参加して』 

終わってみると東京ファッションショーの本番は、あっという間のものでした

が、それまでの皆さんの｢努力」と｢排泄ケアに対する純粋な想い」そして、

当日の緊張感は、会場に足を運んで頂いた方をはじめ、更に様々なメデ

ィアを通じて多くの方々にしっかりと伝わったと願っています。 

イベントが本番に近づくにつれ、むつき庵スタッフさん・メーカーの方々・ボラ

ンティアさんや関係者の方々、みんなが交わってゆく様子が手にとるように

感じられ、とても感動しました。信じるものに真剣に取り組む事って、職種

も立場も、何の隔たりもプライドもなく｢一つのものを、誰もが同じ想いにな

って理解し合いながら関わること｣だと思いました。 

今回、イベントに参加されたオムツフィッターさんの姿勢は、みんなをグイグ

イと引っ張るパワーがあると感じました。反省点もきちんと踏まえながら、そ

のパワーを何らかの形で全国の一人でも多くの方にも感じて貰い、次にう

まく繋がって行ける ｢素適な仲間の出会いの輪」が増えたら幸せです。   

京丹後 オムツフィッター 岡垣良雄（みねやま福祉会：弥栄はごろも苑） 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

★研修会場：京都社会福祉会館 

★受講費：各講座 20，000 円 

※交通費･ご宿泊費は含まれません 

★お申込は各講座とも定員になり次第締め切らせていただきます。

なお、会場等は変更することがあります。ご了承ください。 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【3 級研修】（いずれも月・火･水の 3 日間） 

5 月 25～27 日／7 月 13～15 日／9 月 7～9 日 

11 月 16～18 日／12 月 7～9 日／2 月（日時未定） 

【2 級研修】（いずれも月･火の 2 日間） 

前期Ａ講座：4 月 6,7 日／Ｂ講座：5 月 11,12 日 

Ｃ講座：6 月 8,9 日 

後期Ａ講座：1月／Ｂ講座：2月／Ｃ講座：3月（いずれも日時未定）

2008 年１０月オープン ｢ミニむつき庵｣ 
そ よ 風 

ミニむつき庵 千両庵です。 
排泄の問題は、人に相談しにくいものです。また、おむつの不快

感や、におい、漏れなどが原因で、人前に出にくくなることもあり

ます。 
ミニむつき庵「千両庵」は、そんな相談しにくい“排泄”のことを気

軽にご相談できるような場所にしたいと思っています。また、時間

の都合が付かない場合には、電話やメール等での相談、たくさ

んのオムツのサンプルを持って伺う出張相談もしています。 
詳しい内容はホームページ

（http://www.upto-care.net/senryouan/）をご覧下さい。 
 
開館日：水・金曜日 10 時から 17 時 

     (お越しになる前にはご連絡をください) 

住 所：〒642-0011 和歌山県海南市黒江 767 

(担当：熊井)   

ＴＥＬ：090-4491-6580  ＦＡＸ：073-483-5900 

Ｅ-ｍａｉｌ：bears3@ezweb.ne.jp  

2008 年 7 月オープン ｢ミニむつき庵｣

介護健康用品のクローバー 

「ミニむつき庵」は、さまざまな地域に暮らす人々に寄り添いながら、おむつを含めた排泄用具や、衣・食・住・医の広い視点

に立って、排泄の悩みの相談、排泄用具などの購入ができる場所です。ただ今、12 の地域でオムツフィッターがミニむつき庵の

活動を展開しています。今回は、今年4月に山口県下関市に、7月に滋賀県米原市に、10月に兵庫県尼崎市と和歌山県

海南市にオープンした 4 つのミニむつき庵をご紹介いたします。お近くにお住いの方々は、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。 

2008 年 4 月オープン 「ミニむつき庵」 

生活&ケアサポートショップ自由自在 

むむむつつつききき庵庵庵 特特特 別別別 講講講 習習習 会会会 のののごごご案案案 内内内    
移乗動作のスペシャリティ “下元佳子先生” の特別講習会を開催します。 （連続 2 回の受講をお勧めします） 

21 年 1 月 30・31 日「姿勢と暮らしの基本」 3 月 17・18 日「場面に応じた支援方法」と題し、姿勢と〔それをつなぐ動作〕の

基本を徹底的に学びます。 詳しくは「むつき庵」へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。 

 

4 月にオープンしてから｢こんなに多くのおむつやパッドがあるな

んて知らなかった・・・｣介護している家族の方だけでなく、介護サ

ービスに従事している方たちからもこんな声が聞こえてきます。

｢暮らしの中で相談しにくい、でも、とても大きな排泄の悩みを、

誰に相談したらいいのだろう？｣という方も少なくないはず。地域

に暮らす皆さんとともに考える場所でありたい。排泄という‘モノ’

だけではなく専門的な知識やご本人にとって最善の方法とは何?

という‘コト’もあわせて提供していきたいと活動を開始しました。 

お店では便利用品・介護用品・木のおもちゃ等も販売していま

す。どうぞお気軽にご来店ください。 

 

開館日：火曜日 10 時から 17 時まで 

住 所：〒750-0043 山口県下関市東神田町 1 番 10 号 

             グリーンコープ内 (担当：松本・福本) 

ＴＥＬ：083-229-2942  ＦＡＸ083-229-2950 

7 月７日滋賀県米原市にオープンしました。 

現在は未就学児の障害児さんからサラリーマンの男性、在宅で

介護しておられる方と、実に様々な出会いがあります。継続的に

配達させていただくなかで、その方の状況に応じたおむつのご紹介

や介護方法などを提案させていただいております。 

ミニむつき庵としてできることは無限大にあります。今は米原文化

交流会館4階事務所で、こじんまりとしていますが、近い将来｢誰

もが集まれる・・・障害者や高齢者、介護する側・される側といっ

た垣根を感じない場所。老若男女問わず集まり、それぞれが居

心地のいい場所｣そんな型にはまらないコミュニティの場ができたら

と日々奮闘しています。 

 

開館日：月曜日～土曜日 9 時～19 時 

住所：〒521-0016 滋賀県米原市下多良 2-137-4 

     米原文化交流会館４階４号室 (担当：中村) 

TEL：0749-52-8787  ご相談・ご来店の際はお電話をお願いします。

2008 年１０月オープン ｢ミニむつき庵｣ 
千 両 庵 

「初めまして」ミニむつき庵“そよ風”です。 
ミニむつき庵｢そよ風｣は、一昔前は大勢の人で賑わっていた市場

の、シャッターが閉まったままの商店もたくさんある町の一角にオー

プンしました。 
高齢化の進んだ町ですが、古くからの顔なじみも多く｢住み慣れた

町で歳を重ねたい｣は誰も共通の願いなのでしょう。 
気軽に排泄の困りごとを相談できる場所として、ふれあいサロン

｢風のひろば｣を併設しています。 
地域密着型で、お茶を飲みながらたくさんの笑顔の中で、当たり

前のこととしての問題の改善に向けて寄り添ってゆきたいと思って

います。どうぞよろしく。 
 
開館日：月・火・水・木・土曜日 10 時から 15 時まで 

住 所：〒660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町 

                 1-9-5-104  (担当：山本) 

ＴＥＬ：080-1522-8533  ＦＡＸ06-6488-1990 

 


