


失語症全国大会インおおいた 
第33回 日本失語症協議会　第8回失語症デイ振興会

10：00～　シンポジウムⅠ「失語症者向け意思疎通支援者養成事業の各地の現状と今後」 
　行政説明：厚生労働省 
　当事者の立場から：工藤 浩二氏（失語症当事者/大分県言語障がい友の会「なし会」副会長） 
　家族の立場から：園田 尚美氏（当事者家族/NPO法人日本失語症協議会 副理事長） 
　先進県の立場から：田中 義之氏（言語聴覚士/兵庫県言語聴覚士会 会長） 
　失語症会話パートナー養成の立場から：宇野 園子氏 

（言語聴覚士/NPO法人言語障害者の社会参加を支援するパートナーの会 和音 代表） 

11：30～　大分県言語障がい友の会「なし会」、デイサービス言の葉の仲間たちによる演奏・合唱 

13：00～　シンポジウムⅡ「失語症者の集いの歴史と未来に向けて」 
　当事者及び家族の立場から：田中 加代子氏（当事者家族/トークゆうゆう 代表） 
　失語症デイ振興会の立場から：松本 多香子氏（言語聴覚士/失語症デイサービスはばたき 管理者） 
　若い失語症当事者の立場から：黒澤 武史 氏（失語症当事者/若い失語症者のつどい初代会長） 
　　　　　　　　　　　　　　　相馬 肖美（言語聴覚士/NPO法人ゆずりはコミュニケーションズ） 

13：50～　失語症サミットin九州「九州失語症友の会大集合」 
　九州各地の失語症友の会の活動紹介など 

15：20～　音楽に合わせて歌って体を動かしましょう！ 
　松村 英彦氏（失語症当事者/音楽療法士） 

15：30～　講演　「今日も元気か笑顔はあるか」 
　大田 仁史氏（医師/茨城県立健康プラザ管理者/茨城県立医療大学付属病院名誉院長） 

18：30～　懇親会 

今日も元気か笑顔はあるか 
～失語症のある人もない人も心豊かに暮らせる街をつくろう～

問い合わせ

日時 2019年3月16日（土）9：30～16：30（9：00～受付開始）
会場 別府国際コンベンションセンター　B-Con Plaza レセプションホール

主催 失語症全国大会インおおいた実行委員会

共催
NPO法人日本失語症協議会　NPO法人失語症デイ振興会　 
NPO法人ゆずりはコミュニケーションズ　大分県言語障がい友の会「なし会」 
（公社）大分県言語聴覚士協会　
失語症全国大会インおおいた実行委員会　事務局：コミュニケーション・デイサービス言の葉 
TEL/FAX：097-509-1320　Mail：kotonoha@habisapo.jp

参 加 費  
1500円 

（学生1000円） 
別途登録料500円

大会マスコット 

『猫 蔵 』
ねこぞう



平成 30年 10 月吉日 

失語症全国大会インおおいた開催 

趣意書 

 

脳卒中や、脳外傷での後遺症で失語症となった人たちは、全国で 52 万人位いると推定されており、医療機

関でのリハビリテーションを終了しても多くの方々は障害を抱えたまま生活を続け、また、社会に戻らねばな

りません。近年、障害者を取り巻く環境が整えば、障害をもつ人たちも、健常者と同じように、社会で当たり

前の生活ができ、社会参加ができるというバリアフリーの環境が整備されてきました。同じように、言語に障

害のある方が社会に出るためには、言葉のバリアフリーが必要です。失語症の場合は、設備の充足だけではな

く、周囲の理解と協力が不可欠です。しかしながら、失語症は、目に見えない障害であることもあり、一般社

会の認識が非常に低く、どのような障害かあまり知られていないのが現状です。一方、介護保険施設等には、

多くの失語症者が通所、入所していても、適切な障害への対応がなされていない場合が多くあります。 

現在、失語症のある人と同様、その家族も相談機関等が無いことで大きな不安を抱えて生活しています。家

族は、失語症のためコミュニケーションがとれないストレスにとどまらず、家庭や社会での役割を担うことの

負担感、また、充分表現できないでいる失語症の本人の気持ちや悩みを家族でありながら十分に理解できない

無力感等々を感じておられます。さらに、介護者自身が急病になったとき、本人が適切に対応できるかという

ことも心配しておられます。 

失語症のある人やその家族が、少しでも生きやすい、住みやすい社会となるよう、当事者家族だけでなく、

支援者である言語聴覚士、会話パートナーをはじめ、地域の方々、行政職の方々も交えて、失語症のある人の

いろいろな悩みを共有し、その解決策を皆で話し合う機会が必要と思われます。失語症のある人及びその関係

者が、明日への希望をつなげていくべく、全国大会を開催いたします。 

 

記 

1. 事業名称：失語症全国大会インおおいた 

〈第 33 回日本失語症協議会 第 8 回失語症デイ振興会〉 

2. 開催期日：平成 31年 3 月 16 日（土）9 時 30 分～16 時 30 分 

3. 開催場所：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza レセプションホール 

4. 共 催：NPO 法人日本失語症協議会 

     NPO 法人失語症デイ振興会 

     NPO 法人ゆずりはコミュニケーションズ 

     大分県言語障がい友の会「なし会」 

     公益社団法人大分県言語聴覚士協会 

5. 参加人数：500 名 

 

 

失語症全国大会インおおいた実行委員会 

大 会 長 得重 秀教 

実行委員長 中村 太一  



             ご 挨 拶 

                      西日本ツーリスト（株）大分支店 

                            支店長 阿南 正利 

この度、第３３回日本失語症協議会 第８回失語症デイ振興会様の 

「失語症全国大会インおおいた」が大分県・別府市で開催されますことを心より 

お喜び申し上げます。 

弊社はこれまでに様々な国内・国際大会のお手伝いをして参りました。 

会議開催の趣旨を理解した中で、会議参加者からご満足いただけるよう、主催者様から

のご指導のもと進めさせていただきます。 

これまで培ってまいりました会議運営等の経験を活かし、誠心誠意のお手伝いを 

させていただければと考えております。 

つきましては、本大会のご成功をお祈り申し上げますとともに、皆様方のご参加を 

社員一同万全の準備をし、こころよりお待ちしております。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

             参加のご案内 

・開催日 ２０１９（平成３１）年３月１６日（土） 午前９時３０分～１６時３０分 

・会場 別府コンベンションセンター Ｂ－Ｃｏｎ Ｐｌａｚａ レセプションホー

ル 

 〒874-0828 大分県別府市山の手町１２番１号 電話：（０９７７）２６－７１１１ 

・参加費等費用明細（１）登録料    ￥  ５００円 

     （２）大会参加費    大人￥１，５００円 【学生￥１，０００円】 

     （３）懇親会（飲料代込み） ￥５，５００円 

     （４）弁当代（お茶込）   ￥１，０００円 

     （５）宿泊費：１５日＜シングル・ツイン＞１６日）＜シングル・ツイン＞ 

      ※お振込み後の登録料、参加費の返金はいたしません 

          大会会場交通アクセスのご案内    

〇会場 別府コンベンションセンター 

    Ｂ－Ｃｏｎ Ｐｌａｚａ レセプションホール 

    〒874-0828 大分県別府市山の手町１２番１号 

    電話：（０９７７）２６－７１１１ 

・電車をご利用の場合 〇ＪＲ別府駅西口から亀の井バス約８分前後 

            〇ＪＲ別府駅から西へ上り坂道１.３Ｋｍ（徒歩２０分前後） 

・お車をご利用の場合 

  別府ＩＣを降りて、一つ目の信号を左折し又次の信号を左折し、道沿いに約１０分。 

・飛行機をご利用の場合大分空港から高速バス「エアライナー」で別府北浜約４５分 



  タクシーで約１０分、北浜～別府駅徒歩約１０分駅～会場徒歩約２０分（バス５分） 

              

 宿泊のご案内 

 

大会の開催にあたり、会場より近いホテルをご用意させていただきました。 

お申込みにつきましてはＦＡＸ及びメールにて受付させていただきます。 

尚先着順での受付とさていただきますので、満室となりました場合には、他館の宿を 

お世話させていただきます。 

●宿泊設定日 平成３１年３月１５日（金） 

“  ３月１６日（土）：＜大会日・及び懇親会日＞ 

●宿泊ホテル名： 別府亀の井ホテル 

【住所・電話番号】別府市中央町５－１７ 電話：（０９７７）２２－３３０１ 

●宿泊料金：１泊朝食付、諸税込、お一人様の料金となります。  

 

期 日 

お部屋   タイプ       

 

 

 

シングルユース ツイン（２名利用） 

３月１５日（金） １１，０００円   ８，９００円 

３月１６日（土） １０，０００円    ８，０００円 

  ※ツインルームをご希望の場合は、備考欄に同室者名をご記入下さい。    

  ※ホテル前バス停（流川通６丁目）よりビーコンプラザ往復のバス（亀の井バス） 

    があります 

           お申込み方法・お支払い方法のご案内 

 

●ＦＡＸの場合は別紙「参加申込書」に必用事項を記入の上、お申込み下さい。 

●メールからの場合は申込書のメールアドレスよりお申込み下さい。 

●申込締切日 平成３１年２月１５日（金） 

●予約確認関係書類の発送とお支払い方法 

 申込締切後、２月下旬を目途に、請求書を送付致しますので請求書記載の指定口座へ 

 お振込み下さい。 

 ※振込手数料はお客様の負担となりますので、予めご了承願います。 

 ※領収証は、原則として振込用紙の払込受領書をもって換えさせていただきますが、 

  領収証が必要な場合はご記入しておいて下さい。 

●お振込み手続き期限 平成３１年３月５日（火） 

●変更・取消について 

 ファックスによりお申込みされた方はファックス・又は問い合わせ先のメールより 

 変更・お取り消しをお願いします。聞き間違いを防ぐため，お電話での変更、取消は 



 お受けできませんのでご了承下さい。 

 

 

●取消料について  

 旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として 

 申し受けます。 

 

         契約解除の日  取消料 

旅行開始日の前日か

ら起算してさか 

のぼって 

１）８日目にあたる日以前の解除   無料 

２）７日目に当たる日以降の解除   

（３～５を除く） 

 

代金の４０％ 

 

     

３）旅行開始日の前日の解除 代金の５０％ 

４）当日の解除 代金の１０％ 

※取消日が、土・日・祝に係る場合は、その前日の営業時間までにご連絡ください。 

 

●個人情報の取扱いについて 

 当社は申込書に記載された個人情報ついて、お客様との連絡のために利用させて 

頂く他、お申込みいただいた宿泊における宿泊施設が提供するサービスの手配・ 

受領のための手続きに必用な範囲内で利用させていただきます。 

 

 

 《その他詳細等お問合せ》 

〇失語症全国大会インおおいた実行委員会 

 【事務局】 

  コミュニケーション・デイサービス言の葉 

  ＴＥＬ：（０９７）５０９－１３２０ 

  ＦＡＸ：（０９７）５０９－１３２０ 

  Ｍａｉｌ：kotonoha@habisapo.jp 

    担当：中村 

mailto:kotonoha@habisa;po.jp


受付番号　（事務協記入欄）

禁煙
喫煙

　一人 （禁煙） ¥1,000

￥５００円 喫煙 　　〇

禁煙

喫煙

禁煙

喫煙

禁煙

喫煙

禁煙

喫煙

【記入上の注意】 【参加申込送付先】
・ふりがななど、記入漏れのないように、本枠内をすべてご記入下さい。 近畿日本ツーリスト　特約店

大分市中央町２－１－２５
ＴＥＬ（０９７）５３７ｰ４８９１　ＦＡＸ（０９７）５３３－０８８６
担当：阿南正利　携帯:090-3415‐１７４１

書類送付先
（上記と異なる場合）

ＦＡＸ

失語症全国大会イン　大分
参加申込書

※旅行の手配のために必要な範囲内での宿泊期間、実行委員会事務局等への個人情報の提供について同意の上、本旅行に申込いたします。

申込日：２０１９年　　月　　　日

都道府県 法人名 申込代表者 申込者住所 ＴＥＬ
　（　　　　　　）　　

－

（　　　　　　　）
－

　（　　　　　）　　
－

　　（　　　　　　　）

No

例

ふりがな
備考欄

例：同室希望者有

〇〇氏と同部屋希望ｊ

氏　名
登録料

大会参加費

大人 学生 ３月１５日（金）

性別

(男)・女

年令

50
おおいた　いちろう

大分　一郎

1

2

男・女

男・女

男・女

西日本ツーリスト（株）大分支店

　＜その他ご要望事項等＞

3

4 男・女

・申込人数が多数の場合は、コピーしてご利用下さい。

前泊 当日

〇 〇

¥1,500 ¥1,000

〇

※禁煙・喫煙は客室数にかぎりがありますのでご要望に添えない場合がございます。あらかじめご了承願います。

　〒　　　　－

　〒　　　　－

宿泊申込 懇親会申込

１６日（土）
午後１８時３０分

３月１６日（土）

〇

＠￥５，５００

弁当代
（お茶込）

－


