
「がんばらない介護生活を考える会」では2005年に『介護の
日』をつくり、介護の知識や技術を磨くための情報提供を中心
に活動を展開してきました。

また、2015年より、「介護の日」活動の一環として、災害被災
地域での介護支援に取り組んでおります。
西日本豪雨災害を受け、2019年は愛媛県で本セミナーを開
催させていただきます。

「がんばらない介護生活」実現と、質の高い
介護生活の実現に少しでもお役に立て
ればと考えております。
皆さまのご参加お待ちしております。

諏訪中央病院名誉院長
「がんばらない介護生活を考える会」委員代表

愛媛セミナー

介護生活
応援

がんばらない

葭田美知子（NPO法人メイアイヘルプユー理事・看護師）
別府明子（NPO法人トータルライフサポート相談員・カウンセラー）
西村かおる（NPO法人日本コンチネンス協会会長・看護師）

●パネリスト：
●コーディネーター：鎌田實

鎌田實講演
13:05～14:00

14:00～14:50

愛媛県武道館
〔大会議室〕

2019年

13:00～15:00
日2月3 土

会場

プログラム

参加無料

150名定員

要申込み・先着順
2月22日㊎必着
定員に達し次第
締め切ります

in

がんばらないけど、あきらめない
～命・絆・介護を考える～

がんばらない介護生活を考える会主 催

受付開始
12:30

がんばらない介護生活を考える会委員による
「介護のお悩み」質問会

150名要申込み・先着順〔2月22日㊎必着〕
定員に達し次第 締め切ります

定員

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：土日祝日をのぞく 10：00～17：00）

協 力

※会場までの交通費につきましては
　参加者のご負担となります

を応援する製品を

ご参加者全員に、協力企業より

素敵なお土産つき！

お渡しします！

がんばらない介護生活



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

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

名

〒【代表者 ご住所】

【参加人数】

【代表者 年齢】 【代表者 性別】

【代表者 電話番号】

【代表者 ご職業】

フリガナ

【代表者 お名前】

がんばらない介護生活 応援セミナー in 愛媛

（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

※申込み締め切り2月22日㊎必着
※定員に達し次第 締め切ります。

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：土日祝日をのぞく 10：00～17：00）

お申込み方法お申込み方法お申込み方法

〒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」

○鎌田實 〔諏訪中央病院名誉院長／「がんばらない介護生活を考える会」委員代表〕

パネリスト○葭田美知子 〔NPO法人メイアイヘルプユー理事／看護師〕
○別府明子 〔NPO法人トータルライフサポート相談員／カウンセラー〕
○西村かおる 〔NPO法人日本コンチネンス協会会長／看護師〕

講演：がんばらないけど、あきらめない ～命・絆・介護を考える～

FAXでお申込み

13:05～14:00

がんばらない介護生活を考える会委員による「介護のお悩み」質問会14:00～14:50

ハガキでお申込み

www.gambaranaikaigo.com

で検索がんばらない介護生活❶代表者のお名前・フリガナ　❷年齢　❸性別　❹ご職業　
❺郵便番号・ご住所　❻電話番号　❼参加人数

Webでお申込み

※当選者には参加証（はがき）をお送りさせていただきます。
　当選者の発表は参加証の発送をもってかえさせて頂きます。
※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。

申込み締め切り 2月22日金 必着

◎会場 ： 愛媛県武道館 〔大会議室〕

◎定員 ： 150名（要申込み・先着順・参加費無料）

●駐車場のご利用について
駐車場の台数には限りがあり、混雑時は、駐車できない場合がございます。乗り合わせての来場や公共交通のご利用をお願いします。

◎開催日時：2019年3月2日（土）
13：00～15：00 （受付開始12:30）
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「JR松山駅」から 宇和島方面行き普通電車に乗車→
　（4分）→「JR市坪駅」（愛称：の・ボール駅）で下車 → 徒歩5分

伊予鉄「松山市駅」（5番乗場）から
「坊っちゃんスタジアム行き」バス20分

JR

バス
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