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介護の魅力と価値を高める夏の

全国介護福祉総合
フェスティバル in 大阪

第1回

「みんなで考えよう 地域の介護福祉の現状と未来」
みどころ①

入場無料
＊一部セミナー等は
有料となります

みどころ②

魅力的なシンポジウム等が目白押し！

開催期間中は、
「介護福祉経営士」
や介護福祉分野のフロ
ンティアが大阪に多数集結。魅力的なシンポジウム、
トー
クショー、
セミナーを連日繰り広げます！
■ 初 日（7月2日）
「介護と地域づくり」
■2日目
（7月3日）
「介護と子どもの教育」
■3日目
（7月4日）
「介護現場の課題と経営」

みどころ③

最先端技術が展示エリアに集結！

会場には展示エリアを設置。介
護ロボット、介護食をはじめ介護
福祉を支える最先端の技術の
数々を見て、触れて、学べます。
（展示エリアは7月3日
（日）
、
4日
（月）
に開設します）

みどころ④

今、話題のプログラムが大阪に!

介護福祉の現場で話題の交流型イベントが、関西地区で
初開催！ 学びと気づきをたくさんの仲間と共有できる
チャンスです！

（日）「未来をつくるkaigoカフェ in OSAKA」
■7月3日
■7月4日
（月）「在宅医療カレッジ 大阪校」

楽しめるイベントも続々！

お笑いの本場・大阪ならではの「お笑
い介護ステージ」
、介護をテーマにした
映画を紹介する
「シアタータイム」な
ど、みんなで介護を楽しみながら学べ
るイベントも盛りだくさん。ぜひご家
族、お友だちを誘って、お越しください！

7月2日（土）シティプラザ大阪（大阪市中央区）
7月3日（日）
・4日（月）大阪産業創造館（大阪市中央区）

■日時と会場：平成28年
■主
■後

催：一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会

援（予定）
：大阪府、大阪市、大阪府社会福祉協議会、公益社団法人大阪介護福祉士会、公益社団法人大阪介護老人保健施設
協会、一般財団法人大阪府地域福祉推進財団、社会福祉法人全国社会福祉協議会、公益社団法人全国老人福祉
施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、公益社団法人日本介護福祉士会、公益社団法人日本認知症グ
ループホーム協会、公益財団法人テクノエイド協会、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社団法人シルバー
サービス振興会、一般社団法人日本在宅介護協会、一般社団法人『民間介護事業者の質を高める』全国介護事業者
協議会、公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会、一般社団法人24時間在宅ケア研究会、社会福祉法人産経新
聞厚生文化事業団、一般社団法人日本介護協会、一般社団法人福祉住環境アソシエーション、西宮介護ネットワー
ク、特定非営利活動法人ユニバーサルデザイン推進協会、一般社団法人日本医療経営実践協会、一般社団法人介護
福祉指導教育推進機構、一般社団法人日本栄養経営実践協会 ほか

募集中！

第1回「介護福祉のみらい」

作文コンクール

将来を担う小学生、中学生、高校生に、介護福祉の大切さを知り、未来につい
て考える機会をもってもらうため、関連事業として
「介護福祉のみらい」作文コン
クールを実施します。

■ 応募締切
■ 応募資格
■ テーマ

■ 応募方法等

2016年6月10日
（金） ※郵送の場合は必着
小学生、
中学生、
高校生の方
介護や福祉に関する実体験等を通して感じたこと、
考えたこと。
例）
「自分の老後を想像して考えたこと」
「これからの介護に関す
る私の意見」
「介護ロボット」
「認知症」等について
下記の公式webサイトをご覧ください。

公式webサイト http://www.nkfk.jp/ で事前参加登録を受付中！ 最新のイベント情報も随時更新中！

※各セッションの参加は事前登録が必要です。
詳しくはwebサイトをご覧ください。
（一部セミナー、
シンポジウムは有料です）
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開催プログラム
■ 7 月 2 日（土）【初日テーマ：介護と地域づくり】／シティプラザ大阪
13:00 ～ 13:20 開会式

多田 宏（一般社団法人日本介護福祉経営人材教育協会代表理事）
松本 力（日本介護福祉経営人材教育協会 関西支部長） ほか

13:20 ～ 13:40

開催地代表挨拶
酒井隆行（大阪府福祉部長）
「福祉先進地・大阪から発信する新しい介護福祉」

13:40 ～ 14:20

基調講演「障がい者・高齢者の社会参加を軸と
谷畑英吾（滋賀県湖南市長）
した地域づくり」

濵谷浩樹（厚生労働省審議官（老健、障害保健福祉、児童福祉担当））
金森佳津（大阪府・大阪市 副首都推進局 総務担当部長／前大阪府 政策企画部戦略事業室 医療戦略担当副理事）
シンポジウム①
14:40 ～ 16:10
石井富美（よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 取締役、多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー）
「福祉と医療・看護がまちづくりに果たす役割」
坪 茂典（社会医療法人 愛仁会 本部・介護福祉事業部長、社会福祉法人 愛和会 本部・統括部長）
【コーディネーター】青木正人（株式会社ウエルビー代表取締役）

16:30 ～ 17:30

シンポジウム②
「地域を耕すために必要なことは？」

永田かおり（社会福祉法人ひだまり理事長）
川島 実（フリー医師、元宮城県気仙沼市立本吉病院院長）
幸地伸哉（西宮介護ネットワーク代表、株式会社グローバルウォーク代表取締役）
神野正彦（ケアマネジャー、イラストレーター、エッセイスト）
【コーディネーター】高瀬比左子（未来をつくる kaigo カフェ代表）

18:00 ～ 19:30 交流会

■ 7 月 3 日（日）【 2 日目テーマ：介護と子どもの教育】／大阪産業創造館 4 階イベントホール
シンポジウム
10:00 ～ 12:00
「みんなで考えよう『介護 × 教育』
」

新崎国広（大阪教育大学 教養学科人間科学講座准教授）
青木健至（大阪市教育センター 主任指導主事）ほか
【コーディネーター】長谷憲明（日本介護福祉経営人材教育協会 関西支部理事、関西国際大学 グ
ローバル教育推進機構 学長補佐 教授 コミュニティ交流総合センター長）

13:00 ～ 14:00 お笑い介護道場
14:00 ～ 14:30

14:30 ～ 16:30

第 1 回「介護福祉のみらい」
作文コンクール表彰式

未来をつくる kaigo カフェ in OSAKA
「子どもたちに伝えたい介護の真実」《有料》

将来を担う小学生、
中学生、
高校生に、
介護福祉の大切さを知り、
未来について考える機会をもってもらいます。

若野達也（若年性認知症サポートセンター絆や）
田中克博（京都府精華町キャラバン・メイト連絡会代表）
松本真希子（社会福祉法人あかね 統括本部長）
渡辺哲弘（きらめき介護塾代表）
塩山 諒（ NPO 法人スマイルスタイル代表理事）
【コーディネーター】高瀬比左子（未来をつくる kaigo カフェ代表）

■同時開催 「展示エリア」／大阪産業創造館 3 階 特設ステージ
10:00 ～ 12:00 プレゼンテーション・セミナー

協賛企業によるミニセミナー（5 社）

12:00 ～ 14:30 シアタータイム
14:30 ～ 16:30 プレゼンテーション・セミナー

協賛企業によるミニセミナー（6 社）

■ 7 月 4 日（月）【 3 日目テーマ：介護現場の課題と経営】／大阪産業創造館 4 階イベントホール
「納棺」木村光希（おくりびとアカデミー代表）
シンポジウム
「お食い締め」牧野日和（歯学博士、言語聴覚士、認定心理士）
10:00 ～ 12:00 「選択する最期～エンディングを支える介護を
「仏教」河原至誓（社会福祉法人明照会理事長、浄土真宗本願寺派円徳寺副住職）
めざして～」
【コーディネーター】中浜崇之（ NPO 法人 Ubdobe ）
13:00 ～ 15:00

田貝 泉（南港病院 栄養科 科長）
在宅医療カレッジ大阪校
時岡奈穗子（はみんぐ南河内代表）
「高齢者の低栄養とチーム医療・チームケア」
《有料》
【コーディネーター】佐々木 淳（医療法人悠翔会理事長）

15:30 ～ 17:00

石本良樹（関西支部、社会福祉法人美郷会 特別養護老人ホーム美来事務長）
シンポジウム
洪 東基（関西支部、医療法人同友会共和病院 医療福祉課課長）
「介護福祉経営士がデザインする新しい介護福祉」 岩本昌樹（九州支部、社会福祉法人くだまつ平成会理事長代行）
神内秀之介（北海道支部、社会福祉法人渓仁会 事業推進部次長調査企画室長） ほか

17:00 ～ 17:30 閉会式

■同時開催 「セミナーエリア」／大阪産業創造館 6 階
10:00 ～ 12:00

介護経営セミナー①《有料》
「地域包括ケア時代の介護経営」

介護経営セミナー②《有料》
12:30 ～ 13:30 「介護甲子園グランプリ事業所に学ぶ
利用者も職員も元気な介護現場の条件とは」
14:00 ～ 15:00

介護経営セミナー③《有料》
「介護経営とファイナンス」

小濱道博（小濱介護経営事務所代表）
左 敬真（一般社団法人日本介護協会理事長）
※ 調整中

■同時開催 「展示エリア」／大阪産業創造館 3 階 特設ステージ
10:00 ～ 12:00

プロに学ぶ介護トレーニング
「あたらしい介護技術を学ぼう」

13:00 ～ 15:30 プレゼンテーション・セミナー

貝塚誠一郎（貝塚ケアサービス研究所代表）
協賛企業によるミニセミナー（6 社）

※7 月 3 日（日）
、
4 日（月）は、
大阪産業創造館 3 階を【展示エリア】
とし、
協賛企業のブース出展を行います。 ※ 演題、
出演者等は変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

