
 

 

ＮＰＯ法人アビリティクラブたすけあい 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎講座：コミュニティとは何か、地域を育てるとは何か、身近なニーズへの気付きを考えます。 

  （コーディネーター養成講座との共通基礎講座） 
 

専門講座：まちの縁がわの担い手として、知っておきたい現状や知識を学びます。 
 

 月日 時間 テーマ名 講師 内容 

 

基 

礎 

講 

座

講

座 

6/28 

(木) 
10:00-12:30 ① 

コミュニティケアと 

ACT安心ネットワーク構想 

NPO法人アビリティクラブたすけあい 

副理事長  奥村 幸子 
コミュニティケアとは？ 

ACTの安心ネットワーク構想とは？ 

13:30-16:00 ② 支え合う結びあう人たち 
NPO法人森づくりフォーラム 

代表理事  内山 節氏 
支えあい結びあう、人の力 

コミュニティの大切さ 

7/19 

(木) 
10:00-12:30 ③ 利用者のニーズを理解する 

保健師 

檜谷 照子氏 
受容と共感の学びを通じて、言葉に

されていないニーズをどうくみ取るか 

13:30-16:00 ④ 
自立援助と 

   コーディネーターの役割 

NPO法人アビリティクラブたすけあい 

理事  豊泉 惣子 

自立を支援することとは？ 

コーディネートの役割とは？ 

 

専 

門 

講 

座 

9/3 

(月) 
10:00-12:00 ⑤ 発達障がいの理解 

星山 麻木氏 

明星大学教育学部 教授 

発達障がいへの理解と 

地域での支援 

13:00-15:00 ⑥ 認知症本人と家族をささえる 
NPO法人アビリティクラブたすけあい 

SPSD研究会 
認知症の人の気持ち、家族の思いを

知り、地域での支え合いを考える 

10/3 

(水) 
10:30-12:30 ⑦ 

現在の子育ての事情 

    /地域の子育て支援 

小原 聖子氏 
NPO法人 ゆったりーの代表 

今の子育て環境と支援のあり方 

親子の居場所つくりと運営の実際 

14:00-16:00 ⑧ 
精神疾患に含まれない 

     心の障がいへの理解 
春日 武彦氏 
成仁病院院長 精神科医師 

周囲との関わりが難しい、 

精神疾患≪病気≫に含まれない 

心の障害について。 

10/17 

(水) 
13:00-15:00 ⑨ 

まちの機能 

     ほっとスペース構想 

NPO法人アビリティクラブたすけあい 

理事長  池口 葉子 

まちのほっとスペース構想。 

ACTが運営する 

ワーカーズ・まちの縁がわについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 員：各テーマ毎 先着４０名 ＊一次、二次締切合わせ先着４０名 

参加費：ACT会員は全講座無料！ ACTには当日会員登録できます 

      （年会費 3,000円） 

※一般は 1講座 1,000円 全９講座参加の方は 8,000円 

    １講座から受講申し込み可能です 

会 場： ACT会議室（地下鉄中野坂上駅から徒歩 7分） 

    東京都中野区本町 1-13-18 大新 NSビル２F 

    裏面の地図を参照ください  

まちの相談パートナー養成講座 

 
人と人、地域をつなぐ「まちの縁がわ」活動のための基礎講座。 

「まちの縁がわ」をこれから作りたい方、拡げていきたい方、 

コミュニケーション力をＵＰさせたい方も是非受講ください。 

 

テーマごとの申込も可能です！  
お申込方法は 裏面でご確認ください 

受講者募集中！ 

 まちのほっとスペース 

 地域で頼りになる 

相談パートナーに 

問い合わせ・連絡先  

NPO アビリティクラブたすけあい 

担当事務局 井上 

Tel03-5302-0393  Fax03-5302-0394 

昨年修了されなかった方の補講については裏面をご確認ください。 

１コマから 

申込可能 

お申込は 

お早めに 



  

 

 

氏名：                                . 

          （ﾜｰｶｰｽﾞ名                  ） 

連 絡 先  
荒天時等のご連絡ために必ず記入ください。 

住所                                      

                                                         

＊℡                     

該当を〇で囲んでください。 

 ＡＣＴ会員   ACT会員番号 （A00            ） 

 非ＡＣＴ会員（生活クラブ員含む）ご所属             

※ワーカーズメンバーは所属ワーカーズを通じてお申込み下さい 

全講座を受講した方には修了証書を発行します。       記入された個人情報は講座の案内に使用させて頂きます。 

 補講について 研修の一部を欠席した場合、次年度行なわれる該当講座を受けることで修了とします。 

 昨年全受講されなかった方の補講についてはテーマ名、講師名でご確認の上お申込ください。ご不明な場合は事務局まで。 

 

 月日 時間 テーマ名 講師 受講講座に 

印記入 

基 

礎 

講 

座 

6/28 

(木) 

10:00-12:30 ① 
コミュニティケアと 

ACT安心ネットワーク構想 
奥村 幸子  

13:30-16:00 ② 支え合う結びあう人たち 内山 節氏  

7/19 

(木) 

10:00-12:30 ③ 利用者のニーズを理解する 檜谷 照子氏  

13:30-16:00 ④ 
自立援助と 

   コーディネーターの役割 
豊泉 惣子  

専 

門 

講 

座 

9/3 

(月) 

10:00-12:00 ⑤ 発達障がいの理解 星山 麻木氏  

13:00-15:00 ⑥ 認知症本人と家族をささえる 
NPO法人 アビリティクラブたすけあい 

SPSD研究会 
 

10/3 

(水) 

10:30-12:30 ⑦ 
現在の子育ての事情 

    /地域の子育て支援 
小原 聖子氏  

14:00-16:00 ⑧ 
精神疾患に含まれない 

     心の障がいへの理解 
春日 武彦氏  

10/17 

(水) 13:00-15:00 ⑨ まちの機能ほっとスペース構想 池口 葉子  

 

ＡＣＴ会員    全講座無料 
 

 

一般参加者  （生活クラブ員を含む 非 ACT会員） 

              １講座 1,000円    全９講座受講者＝8,000円 

受講講座 計 講座 

受講料（ACT会員は記入不要） 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ・連絡先： NPO アビリティクラブたすけあい担当事務局 井上（Tel03-5302-0393 Fax03-5302-0394） 

この用紙で一人ずつ申込みください。 太枠内に記入の上ＦＡＸ（03-5302-0394）送信ください  

Fax03-5302-0394 

まちの相談パートナー養成講座 
 

申込締切 

一次締切 6月 15日（金） 
 

二次締切 8月 24日（金） 
 

定 員：各テーマ毎 先着４０名  

   ＊一次、二次締切合わせ先着４０名 

参加費：ACT会員は全講座無料！ 

     ACTには当日会員登録できます（年会費 3,000円） 

※一般は 1講座 1,000円 全講座参加の方は 8,000円 

 １講座から受講申し込み可能です 

会 場： ACT会議室 

 （地下鉄中野坂上駅から徒歩 7分） 

  東京都中野区本町 1-13-18 大新 NSビル２F 

 

 


