
             バリアフリー２０１４ボランティア大募集 

 日にち：０１４年４月１７日（木）～１９日（土）  場所：インテックス大阪 

今年もむつき庵は、バリアフリー展にブースを出展いたします。ブースでお手伝いしていただける方、振るって 

ご応募お願いいたします。尚、浜田所長の講演は、１９日（土）の予定です。 

ご希望の方はむつき庵までご連絡ください。よろしくお願いします！！ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

日時：2014 年 3 月 15・16 日（土･日）(両日とも定員 450 名) 

15日：開演 9時 30分～17時 00分（開場 9時 00分） 第 1部「第 4回むつき庵はいせつケア実践報告会」 

16日：開演 9時 30分～17時 10分（開場 9時 00分） 第 2部「老いを支える技法」 

会場：立命館大学朱雀キャンパス ５階大ホール 

資料費：【前売券】15・16日共通 1日 800円、両日 1,500円 【当日券】15・16日共通 1日 1,000円、両日 1,600円 
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排泄用具の情報館「むつき庵」は、2003年 11月 27日にオープンしました。排泄ケアを暮らし全体という広い視点で捉え、そのための相談

場所がむつき庵です。あれから 10 年、その間、おむつフィッター研修を行い、3,500 人もの方々が受講してくださいました。多くの方々との

出会いに支えられ、それが私たちの大きな財産となっています。１０周年という節目に、「（私の、あなたの）老いを支える」 という視点で、 

ともに学び合い、語り合いたいと思います。 

3 月１５日（土） 1 日目 

第 1 部 第 4 回むつき庵はいせつケア実践報告会  

9：30 開演 （開場９時００分） 

    挨拶 はいせつ総合研究所  むつき庵 代表 浜田 きよ子 

挨拶 立命館大学大学院先端総合学術研究科 天田 城介 氏 

 

10：05 はいせつケア賞エントリー事例発表 Ⅰ 

     ・小谷紀代子・紙透美江子 (介護福祉士)  

社会福祉法人正和会 まきの苑 

       ｢伝えたい排泄ケア｣ 

     ・渡邉ひろ子 （看護師） 三重県 市立四日市病院 

       ｢おむつフィッターとしての活動報告  

～父の介護から学びえたこと～ ｣ 

     ・大山明美 （介護福祉士） クサベ在宅サービス 

       ｢Ｏ氏の想いが理解できてわかったこと｣ 

11：00 講演 市川 晋一 氏 
（泌尿器科医・秋田県仙北市西明寺診療所 所長） 

           ◆「温泉療法に学ぶ入浴ケア」 

12：00 昼食休憩 

13：00 はいせつケア賞エントリー事例発表 Ⅱ          

・赤西恵子 （在宅介護）  

       「『居場所』『出番』『役割』で尿失禁が少なくなった祖母｣ 

     ・黄倉ひとみ・和田順子 （看護師） 郡上市民病院  

        ｢委員会としての活動と現場での取り組み｣ 

・森山ひろみ （介護福祉士） ミニむつき庵パンノリーノ 

        ｢最後のおむつ交換 ～人生のラストを見届けて～ ｣ 

     ・平八重子・高山直美 （看護師）  

JR 九州病院 医療療養病棟 東４階病棟 

        ｢排泄ケア見直しからケアの質の改善へ  

～患者さんの立場に立った看護・介護とは何かを考える～ ｣ 

     ・高原絹子 （看護師） 国立療養所邑久光明園 老人センター 

       「ハンセン病療養所から発信！おむつの達人になろう!! Vol.1 ｣ 

14：20 表彰式 

はいせつケア大賞  １組  （副賞 ５万円） 

はいせつケア特別賞 １組  （副賞 １万円） 

15：20 講演 鷲田 清一 氏 
（大谷大学教授、せんだいメディアテーク館長、前大阪大学総長） 

       ◆「からだの入口と出口」 

16：30 おむつのファッションショー 
            ★さまざまなおむつ類の紹介 ★はきたいおむつコレクション 

17：00 閉会 
※上記以外に紙おむつ等メーカー展示ブース、ミニむつき庵コーナーなどがあ

ります。 

 

 

3 月１６日（日） ２日目 

第 2 部  老いを支える技法  

9:30（開場９時００分） 

   挨拶 立命館大学大学院先端総合学術研究科 天田 城介 氏 

   挨拶 はいせつ総合研究所  むつき庵 代表 浜田きよ子 

 

10：00 講演 春日 キスヨ 氏 

     （臨床社会学者、高齢社会をよくする女性の会・広島 代表） 

        ◆「昭和生まれ世代の介護問題…家族介護の限界点」 

11：00 講演 吉宗 誠 氏（有歩道統括管理者） 

        ◆「住み慣れた自宅や地域で最期を・・・」 

12：00 昼食休憩 

13：00 パネルディスカッション 

      ◆テーマ「地域で老いを考える」 

         パネリスト 春日 キスヨ 氏 

         パネリスト 吉宗 誠 氏 

         パネリスト 山田 尋志 氏  

          （地域密着型総合ケアセンターきたおおじ 代表） 

         パネリスト 浜田 きよ子 氏 

 

                  司   会 天田 城介 氏 

 

16：00 おむつのファッションショー 

           ★さまざまなおむつ類の紹介 

           ★はきたいおむつコレクション 

16：30 閉会の辞 浜田 きよ子 

 

 

 

 

 

 

講演・事例報告・パネルディスカッション・

おむつのファッションショーと全てにおい

て素晴らしいプログラムになっておりま

す。ご参加お待ち致しております。 



2013年度（平成 25年度）も、多くの方におむつフィッター研修を受講いただきました。有難うございます。5月には富山研修を 

開催。富山で熱心に実践を重ねておられる方たちにお会いできて、私たちも励みとなりました。現在、1級は 178名、2級は 

599名、3級は 3,703名の方達が、受講を修了しています。おむつフィッターのみなさんとのつながりを大切に、これからも 

共に、学びを深めていきたいと思います。 

2014年度（平成 26年度）の研修のご案内を、下記にお知らせいたします。お申込みを締め切らせていただいている期もござ 

いますので、2015年度（平成 27年度）の日程もあわせてご案内いたします。お申込みをお待ちしております。 

☆受講費： 各講座 20,000円 ※交通費・ご宿泊費は含まれません。 ※研修会場は、京都社会福祉会館他 

☆お申し込み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。 

【2014 年度 3 級研修】 

2014年 5月 23日（金）～24日（土）（京都） 

2014年 7月 7日（月）～8日（火）（京都） 

2014年 9月 8日（月）～9日（火）（京都） 

2014年 10月 17日（金）～18日（土）（秋田） 

2014年 10月 27日（月）～28日（火）（京都） 

2014年 11月 28日（金）～29日（土）（沖縄） 

2015年 1月 26日（月）～27日（火）（京都） 

2015年 3月 23日（月）～24日（火）（京都） 

☆5月京都研修は、定員を満たしております。 

ｷｬﾝｾﾙ待ちご希望の方は、お問い合わせください。 

【2014年度（平成 26年度）後期 2級研修】 （すべて京都会場） 

Ａ講座： 2014 年 12 月 12 日（金）～13 日（土） 

Ｂ講座： 2015 年 1 月 16 日（金）～17 日（土） 

Ｃ講座： 2015 年 2 月 13 日（金）～14 日（土） 

☆上記 2 級 A講座・B 講座・C 講座全て、定員を満たし、 

キャンセル待ちの受付をしています。 

【2015年度（平成 27年度）前期 2級研修】 （すべて京都会場） 

Ａ講座： 2015 年 8 月 24 日（月）～25 日（火） 

Ｂ講座： 2015 年 9 月 28 日（月）～29 日（火） 

Ｃ講座： 2015 年 10 月 26 日（月）～27 日（火） 

☆上記 2 級 3 講座全て、申込受付を開始しています。 

 【2015 年度（平成 27 年度）1 級研修】 （すべて京都会場） 

Ａ講座： 2015 年 4 月 6 日（月）～7 日（火） 

Ｂ講座： 2015 年 5 月 11 日（月）～12 日（火） 

Ｃ講座： 2015 年 6 月 8 日（月）～9 日（火） 

Ｄ講座： 2015 年 7 月 6 日（月）～7 日（火） 

 ☆上記 1級 4 講座全て、申込受付を開始しています。 

2014年度（平成 26年度）おむつフィッター研修のご案内 

2014 年度（平成 26 年度）1級研修（2014 年 6 月・7 月・ 

8 月・9 月開催）および、2014 年度（平成 26 年度）前期 2級 

研修（2014 年 5 月・6 月・8月開催）は定員を満たし、ｷｬﾝｾﾙ 

待ちの受付も締め切らせていただきました。ご了承ください。 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 平成 25 年 10 月地域の皆様に、気軽にお立ち寄

り頂ける排泄相談所としてオープンしました。  

排泄用具の展示、紙おむつのサンプルの提供等、排

泄についての相談や適切な情報の提供をさせてい

ただきます。また、ちょっとした尿漏れから排泄障

害、排泄用具の選定まで相談をお受けいたします。

相談には、おむつフィッターの資格者が対応いたし

ます。ご本人、ご家族、介護者、施設や病院のスタ

ッフ、どなたでもお気軽にご利用下さい。 

             

ミニむつき庵 

五條市大沢町 5-25 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ 

まきの苑内(電話 0747-22-5511) 

是非 

のぞいてみてくだ

さいね！！ 

病気や加齢、認知症などで排泄の悩みやトラブルを抱えて

おられる方は、大勢いらっしゃいます。「ミニむつき庵ぬっく」

は、普段なかなか相談しにくい排泄のお困り事相談所です。   

排泄のトラブルだけでなく、介護のお困り事、悩み事等お気

軽にご相談ください。ご相談は一切無料です。 

おむつ等の展示、また介護に関する書籍も少し置いてあり

ます。どなた様でもお気軽にお越し下さい。 

✿住所  岡山県総社市中央一丁目 3番 15号 

（中華料理廣珍さんの西２件目） 

✿営業時間  月～土 10時～1８時 

（ご予約いただければ時間外も対応可です） 

✿電話番号  （０８６６）９５－２８０５ 

✿FAX     （０８６６）９２－６０１８ 

✿メール  minimutsukian.nook@gmail.com 

✿ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞもご覧下さい。デイサービス夢ゆり草☛検索  

デイサービス夢ゆり草 3月オープン予定♪♥赤ちゃんから 

お年寄りまで年齢や障害の有無を問わず、どなたでもご利用 

いただける、共生型デイサービスをオープン予定です♥ 

ミニむつき庵ぬっく 

平成 26年 2月 4日オープン！ 

mailto:minimutsukian.nook#@gmail.com

