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主催●高知福祉機器展実行委員会・生き活きサポートセンターうぇるぱ高知・社会福祉法人高知県社会福祉協議会

第 1 3 回 高 知 福 祉 機 器 展

年をとったから……障害を持ったから……

自分のやりたいことあきらめていませんか？ 

不自由を我慢していませんか？

「自分らしく暮らしたい」そんな当たり前の

想いが実現できる高知を目指して、

高知ふくし機器展は開催されています！

入場
無料

見て！触れて！

試して！相談して、

つながる！

6月13日　13：30～18：00／14日　10：00～17：00／15日　10：00～16：00金 土 日
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「一歩踏み出す！」
年をとったから…障害を持ったから…

自分のやりたいことあきらめていませんか？

不自由を我慢していませんか？

「自分らしく暮らしたい」

そんな当たり前の想いが実現できる高知を目指して、

高知ふくし機器展は開催されています！

●総合相談1F
迷ったら、困ったら、
まず総合相談ブース
にお越しください。
専門の相談スタッフ
がていねいに対応い
たします。

会場のご案内　すべてのブースでご相談をお受けしております

●おふろブース1F
入浴用リフト・シャワーチェ
アー・浴槽台など

「家のおふろが一番 !!」誰もがそ
う思えるように、入浴用具のこ
とから入浴方法まで、スタッフ
が一緒に考えていくブースです。

●おしりまわりブース1F
おむつ各種・ポータブルトイレ・ストー
マ関連用具など

「漏れが心配で重ねたおむつ……それこ
そが漏れの原因となる」事を知っていま
すか？スッキリ出して、漏れない、快適
な排泄ケアの相談とその人に合った排泄
用具の選び方を一緒に考えていきます。

●暮ら住まブース1F
手すり・スロープ・段差解消機・
床材など

暮らしやすい住まいを目指し
て！実物を見て、触れていただ
き、よりよい住宅環境のために
一緒に考えます。

●福祉車両ブース1F
リフト車・回転シート車などの
福祉車両

高齢者・障害者はもちろんご家
族の方々も、乗車しやすく介
助しやすい車に乗車体験できま
す。福祉車両の消費税は非課税
です。( 一部除外車あり）

●車いすブース2F
車いす各種・歩行器・クッション・
杖など

自分らしく健康的に座りません
か？座る姿勢は色々な生活に影
響します！使う方の体に合わせ
て調整できる車いす、クッショ
ン、歩行器、杖など体験できます !!

●視覚・聴覚ブース2F
音声付き便利グッズ・ワンセグ
ラジオ・バリアフリー図書・補
聴器など

「見えない見えづらい、聞こえな
い聞こえづらい」をサポートす
る用具を展示しています。ぜひ
手に取って体験してください。

●コミュニケーション2F
コミュニケーション支援機器・機器入
力のスイッチ・発達支援のグッズなど

しゃべれなくても伝えたい。気持ちを
上手く伝えたい。伝える手段を拡げた
い。そんなコミュニケーションの支援
機器・グッズを展示しています。

スタッフ約 300 人！私たちも一緒に踏み出します !!
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福祉車両ブース
屋外プラザ東屋根付駐車場

「見て！触れて！試して！」
来場して下さった皆さんにとって本当に必要な物を見つけることができるように、

メーカー別ではなく、機器の種類毎に分けて展示しています！

一人ひとりに合った機器・用具を一緒に探していきましょう。

「支援者の皆様へ」

福祉用具ユーザーにとって支援者の知識・技術は、その方の生活を変える大きな力となります！

高知ふくし機器展では機器の展示のみならず、

介護相談や支援者向けのスキルアップセミナーも行っています。

これからの高知のケアや、「その人らしく」を支える支援を一緒に考えていきませんか？

●シーティングクリニック2F
あなたの座り方、一度チェックしてみま
せんか？車いす、本当に体に合っていま
すか？〝座りにくい、不安定、体が崩れる、
操作がしにくい、褥瘡ができた〟買い替
えや作り替えにも専門スタッフが対応し
ます。お尻の圧測定も行えます !! お気軽
にご相談ください。

●らくらく介護ブース2F
ベッド・マット・移乗用具・リ
フトなど

「介護者がしんどいと介護を受
ける人もしんどいよね」を知っ
てもらいたい！「楽」な介助で

「楽しい」生活を実現するブー
スです。

●くつブース2F
歩き方をコンピューターで分析
するコーナー、靴各・靴下など

「足が痛くて歩けない」「自分の
足に合う靴がない」など、足や
靴でお困りの方の足に合った靴
を見つけるお手伝いをさせてい
ただきます。

●キッズブース2F
子ども用の車いす・歩行器・椅子・ポジショニ
ンググッズなど

〝移動〟〝生活〟〝遊び〟がテーマ！色々試して違
いを体験できます。また、「なぜこの子はこんな
行動をするのだろう？」と思ったことはありませ
んか？その子どもが表現している行動の意味を一
緒に考え、生活に繋がるようサポートします！

●自助具ブース3F
箸・スプーン・食器・調理用具
や文具など

「自分でできる、やりやすくな
る！」食べる、調理する、着替
えるなど、生活のあれこれを補
助する小さな福祉用具を集めて
います。

●栄養・飲み込みブース3F
栄養補助食品・とろみ調整剤・ソフト食・介護
食など

「良い人生は食から」　家族や友人達と一緒に食
卓を囲み、楽しく、おいしく、安全な食生活を
皆様送れるようお手伝いします！咀嚼や飲み込
み、栄養のとり方について相談をお受けします。
試食もできますよ。

●口腔ケアブース3F
歯ブラシ・スポンジ・保湿剤など
口腔ケア用品

最後までおいしく安全に食べた
くありませんか？口腔機能を考
えた病態別の口腔ケア、訪問口
腔ケアなどのよろず相談お受け
しています。体験もできます。

イチオシ
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●嚥下機能評価法（EAT-10）を
　使ってみよう!
日時：6 月 13 日（金）15:00 〜 16:00
講師：ネスレ日本㈱ネスレヘルスサイエンス
　　　カンパニー　林篤男 氏
定員：30 名　受講料：1000 円

●専門セミナー（排泄）「おむつの
　重ね使いが引き起こす事」
日時：6 月 13 日（金）15:00 〜 17:00
担当：高知福祉機器展スタッフ
定員：30 名　受講料：2000 円

●「あたり前の排泄ケア」の
　視点を学ぶ
日時：6 月 14 日（土）9:00 〜 12:00
講師：排泄用具の情報館むつき庵・高齢生活研究所
　　　代表　浜田きよ子 氏
定員：40 名　受講料：3000 円

●車いすシーティング（基本編）
日時：6 月 14 日（土）9:00 〜 10:15
講師：株式会社ひまわり　住環境室長　
　　　理学療法士　正木健一 氏
定員：60 名
受講料：2000 円（車いすセミナー複数受講で割引あり）

●車いすユーザーの二次障害　
　〜骨格変化と褥瘡〜
日時：6 月 14 日（土）10:30 〜 12:00
講師：山形大学医学部　
　　　形成外科医　菊地憲明 氏
定員：60 名
受講料：2000 円（車いすセミナー複数受講で割引あり）

●住育セミナー
日時：6 月 14 日（土）12:30 〜 14:00
講師：ミセスリビング代表　宇津崎光代 氏
定員：30 名　受講料：2000 円

●ベッドまわりの基本介護
日時：6 月 14 日（土）13:00 〜 17:00
担当：高知福祉機器展スタッフ
　　　ナチュラルハートフルケアネットワークメンバー
定員：30 名　受講料：3000 円

●子どもたちと家族の可能性
　ある未来を願って
日時：6 月 14 日（土）13:30 〜 15:00
講師：びわこ学園医療福祉センター草津　
　　　理学療法士　高塩純一 氏
定員：40 人　受講料：2000 円

●専門セミナー（食事）
　「食を考える」
日時：6 月 14 日（土）14:00 〜 16:00
担当：高知福祉機器展スタッフ
定員：36 名　受講料：2500 円（材料費込）

●身近な場所にバリアフリー
　図書の棚を作ろう
日時：6 月 14 日（土）15:00 〜 17:00
講師：有限会社読書工房　成松一郎 氏
定員：40 名　受講料：1000 円

●専門セミナー（床ずれ）「床ずれ
　の基本、あなたは大丈夫?」
日時：6 月 15 日（日）9:00 〜 11:00
担当：高知福祉機器展スタッフ
定員：30 名　受講料：2000 円

●脊損・頸損者の
　車いすシーティング
日時：6 月 15 日（日）9:00 〜 10:30
講師：神奈川総合リハビリテーションセンター　
　　　理学療法士　平田学 氏
定員：60 名
受講料：2000 円（車いすセミナー複数受講で割引あり）

●タウンモビリティ
日時：6 月 15 日（日）9:30 〜 12:00
講師：NPO 法人高齢者快適生活つくり研究会　　
　　　代表理事　吉永美佐子 氏
定員：40 名
受講料：500 円（このセミナーは、公益信託高知市まちづ
くりファンドの助成を活用します）

●情報端末機器と
　コミュニケーション支援
日時：6 月 15 日（日）10:00 〜 12:00
講師：香川大学 教育学部 教授　坂井聡 氏
定員：30 名　受講料：2000 円

●車いすユーザーの可能性
日時：6 月 15 日（日）11:00 〜 12:30
講師：神奈川総合リハビリテーションセンター
　　　リハビリテーション工学士　沖川悦三 氏
定員：60 名
受講料：2000 円（車いすセミナー複数受講で割引あり）

●「高知　咀嚼・嚥下困難な人の
　食形態区分」活用方法
日時：6 月 15 日（日）12:30 〜 13:30
講師：特定医療法人久会　久病院　
　　　管理栄養士　　和田房子 氏
定員：40 人　受講料：1000 円

●●介護サービス担当者のための
　ストーマケア講習会
日時：6 月 14 日（土）9:30 〜 13:00
　　　6 月 15 日（日）12:00 〜 15:30
講師：高知さくらんぼの会（皮膚・排泄ケア認定看護師）
定員：20 名　
受講料：2000 円

●子どもたちの可能性を拡げる
　道具をみんなでつくろう!
日時：6 月 14 日（土）10:00 〜 17:00
　　　6 月 15 日（日）10:00 〜 15:00
アドバイザー : 東洋大学ライフデザイン学部
　　　　　　　人間環境デザイン学科　繁成剛 氏
受講料：材料費実費（作成するものにより異なります）

●南海大地震が起きたとき、あなた
　はどのように行動しますか?
日時：6 月 13 日（金）16:00 〜 17:00
　　　6 月 14 日（土）11:00 〜 12:00
　　　6 月 15 日（日）13:00 〜 14:00　
担当：高知福祉機器展スタッフ
定員：なし（当日参加も大歓迎です）
受講料：1 円〜（募金形式です）

6 月 15日（日）

ワークショップ・オープンセミナー

6月 13日（金）

6月 14日（土）

高知福祉機器展 セミナーのご案内
※下記記載と内容や日程などの変更がある場合がございます。ご了承ください。
また、全てのセミナーが事前申込制となっております。詳細については、個別セミナー案内チラシをご覧ください。

事
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※会場は全て県立ふくし交流プラザです

高知市朝倉戊 375-1  fax.088-844-9443
kaigohukyu@pippikochi.or.jp


