
「がんばらない介護生活を考える会」では、2015年より東日本大震
災被災地の介護支援を続けてきました。

被災地で、地域の絆を結び、魅力的な地域包括ケアをつくっていく
ために、何が課題となっているのかをお話します。

また、特別企画として、津波と格闘し、気仙沼と大島を結ん
で沢山の人や荷物を運び続けた気仙沼の臨時船「ひまわ
り」の活躍を後世に伝えていくために、保存に向けた
チャリティコンサートを、「公益財団法人 風に立つラ
イオン基金」との共催で開催します。

諏訪中央病院名誉院長

ゲスト （福島県南相馬市 「絆診療所」院長）遠藤清次

ゲスト （気仙沼臨時船「ひまわり」船長）菅原進

「がんばらない介護生活を考える会」委員代表

お問合せ 「がんばらない介護生活を考える会 事務局」

ご入場時に、気仙沼の臨時船「ひまわり」の保存を目的とした
寄付を頂戴します。（1口1,000円から）

ご入場時に、気仙沼の臨時船「ひまわり」
の保存を目的とした寄付を頂戴します。
（1口1,000円から）

☎03-3541-6262（受付時間：平日 10：00～17：00）〒104-0045  東京都中央区築地2-12-10 築地ＭＦビル26号館5階

いつまでも
「がんばらない介護生活を考える会」では 2015年より東日本大震

忘れない

～被災地の「絆」を考える～3.11を

さだまさし
津波を乗り越え、命をつないだ
『ひまわり』応援コンサート

鎌田實講演

鎌田實進行歌・トーク

13:00～14:00

有楽町マリオン 別館7階
オルタナティブシアター

2018年

日21月3 会費

400名（抽選・全席指定／要申込み・締め切り3月7日㊌）定員

会場

プログラム

被災地の介護の今～地域の絆を結び、
魅力的な地域包括ケアをつくる

がんばらない介護生活を考える会 ／ 公益財団法人 風に立つライオン基金

特別協力 協 力

共 催
13:00～16:00 受付開始

12:30

水（祝）

第1部

14:30～16:00
第2部

締め切り
要申込み

定員400名

3月7日

〔抽選・全席指定〕



上記内容をご記入の上、事務局まで送付ください。上記内容をご記入の上、事務局まで送付ください。

名

〒

【代表者住所】

【参加人数】

【代表者 年齢】

【代表者 性別】

【代表者電話番号】

【代表者 職業】

フリガナ

【代表者名】

上記をご記入の上、FAX番号 03-3549-1685 まで送信ください上記をご記入の上、FAX番号 03-3549-1685 まで送信ください上記をご記入の上、FAX番号 03-3549-1685 まで送信ください

オルタナティブシアター
有楽町マリオン　別館7階

お問合せ 「がんばらない介護生活を考える会 事務局」☎03-3541-6262（受付時間：平日 10：00～17：00）〒104-0045  東京都中央区築地2-12-10 築地ＭＦビル26号館5階

3.11をいつまでも忘れない ～被災地の「絆」を考える～

〒104-0045 東京都中央区築地2-12-10 築地ＭＦビル26号館5階「がんばらない介護生活を考える会 事務局」

FAXでお申込み 3月7日㊌必着

ハガキでお申込み 3月7日㊌必着

申込み締切り 3月7日㊌必着

◎会場 ： 有楽町マリオン別館7階 オルタナティブシアター
◎参加費 ： 

◎定員 ： 400名（抽選・全席指定）／要申込み

ご入場時に、気仙沼の臨時船「ひまわり」の保存を目的
とした寄付を頂戴します。（1口1,000円から）

◎開催日時 ： 2018年3月21日 水曜日（祝日）

❶代表者名（フリガナ）・参加人数　　❷代表者年齢　　❸代表者性別　　❹代表者職業　　
❺代表者郵便番号・住所　　❻代表者電話番号  

※当落については、3月14日㊌までに、お申し込みいただいた方全員にはが
きでお知らせします。
※お席は抽選の上、全席指定となります。
※ご記入いただいた個人情報はこれらの目的以外には使用いたしません。

13：00～16：00 （受付開始12:30）

2005年に『介護の日』をつくりました。あらゆる立場の人が介護についての
関心と理解を深めるとともに、質の高い介護をあきらめずに続けられる「が
んばらない介護生活」の実現を目指して活動を行っています。

「がんばらない介護生活を考える会」とは「がんばらない介護生活を考える会」とは

大規模災害の被災地や、そこで従事する人々を物心両面から支援する団体
として、2015年に発足しました。また、国内外で生命や平和を守るために活
動をしている個人や団体への助成などを行っています。

「公益財団法人 風に立つライオン基金」とは「公益財団法人 風に立つライオン基金」とは

阪急
メンズ東京

セ
ン
タ
ー
モ
ー
ル

ルミネ1
ルミネ2

有楽町マリオン

〔URL〕 http://www.gambaranaikaigo.com〔URL〕 http://www.gambaranaikaigo.com

〔URL〕 http://lion.or.jp〔URL〕 http://lion.or.jp

建物外側の劇場用エレベーターをご利用ください
オルタナティブシアター
有楽町マリオン　別館7階
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