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MUSIC FESTIVAL

講堂講堂

参 加
無 料

受講された方には、
認知症サポーターの証

“オレンジリング”進呈。

水

11月11日は介護の日

瑞穂区マスコットキャラクター

みずほっぺ

※8日（水）は12：30～開場

平成29年11月8日（水）～12日（日） 11：00～16：00期間

瑞穂区役所  講堂・さくらルーム（2階）

瑞穂区瑞穂通3-32　市バス・地下鉄桜通線「瑞穂区役所」下車すぐ

会場

主 催
瑞穂区役所、みずほフェスタ’17実行委員会、瑞穂保健所、瑞穂区東部・西部いきいき支援センター、

一社）名古屋市医師会　瑞穂区在宅医療・介護連携支援センター、瑞穂区障害者基幹相談支援センター
共 催

瑞穂区医師会、瑞穂区歯科医師会、

瑞穂薬剤師会

日本一幸せな従業員をつくる！日本一幸せな従業員をつくる！日本一幸せな従業員をつくる！
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瑞穂区役鉄桜通線「

日
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12

金
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認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

は、
の証

進呈。

土
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療養者・家族・在宅医・訪問歯科医・薬剤師・訪問看護師・

ケアマネジャー

瑞穂区医師会有志により結成

された『Dｒ’s Band』と介護

現場を中心に活動する弾き

語りユニット『べれんべれん』

のジョイントコンサートです。

名古屋のホテルの挑戦。実際にあったことの

ドキュメンタリー映画です。

シンポジスト

高齢化に伴い在宅療養が注目されています。

どんなふうに

　在宅療養ってできるの？
～療養者や介護者の生の声を聞いてみよう！～

高齢化に伴い在宅療養が注目されています。

どんなふうに

　在宅療養ってできるの？
～療養者や介護者の生の声を聞いてみよう！～

高齢化に伴い在宅療養が注目されています。

どんなふうに

　在宅療養ってできるの？
～療養者や介護者の生の声を聞いてみよう！～

あなたの笑顔がささえる 福祉と医療の輪

今年からみずほ介護フェスタからみずほフェスタに変わりました。そして介護だけでなく、在宅医療の

ことや障がいなどの相談コーナーも加わりました。施設利用者の作品展示をはじめ、講演会、コン

サート、映画など、見て、聞いて、触って、体験する内容が盛りだくさんです。ぜひ、ご来場ください。

駐車場の数に限りがありますので、公共交通

機関のご利用や、自家用車は乗り合わせでの

ご来場にご協力をお願いします。

12：50～14：30　映画上映 木
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14：30～15：00　講演会

15：00～16：00　体験

12：30～14：00　コンサート

14：30～16：00 シンポジウム

エンディングノートの

　  活用について
医療も選択の時代！！

～あなたの希望を親しい人に伝える～

エンディングノートの

　  活用について
医療も選択の時代！！

～あなたの希望を親しい人に伝える～

エンディングノートの

　  活用について
医療も選択の時代！！

～あなたの希望を親しい人に伝える～

認知症VR体験認知症VR体験認知症VR体験

13：30～15：30 予約
先着50名

14：00～14：30

～瑞穂福祉会館の認知症予防リーダーによる～

認知症予防体操・

回想法レクリエーション

～瑞穂福祉会館の認知症予防リーダーによる～

認知症予防体操・

回想法レクリエーション

～瑞穂福祉会館の認知症予防リーダーによる～

認知症予防体操・

回想法レクリエーション

11：00～12：00

11：00～12：00

11：00～15：00

福祉用具体験福祉用具体験福祉用具体験
誰もが使いやすいものを使ってみよう！

当日の認知症サポーター養成講座受講必須

粗品進呈

当事者体験当事者体験当事者体験
障がい当事者の体験をしてみよう！

障がい者スポーツ体験障がい者スポーツ体験障がい者スポーツ体験
ボッチャなどを体験してみよう！

お家に歯医者さんが

 やってくる！
お家に歯医者さんが

 やってくる！
お家に歯医者さんが

 やってくる！

広中歯科医院

院長  廣中 克紀 先生

お家でできるお口のケア�お家でできるお口のケア�お家でできるお口のケア�

14：00～15：00　講演会

15：00～15：45
広中歯科医院

毛利 佑羽子 歯科衛生士

瑞穂区に縁のある皆さんが、様々なパフォーマンス

を披露します。8グループ出演予定。

医療・介護

～つながるコンサート～

医療・介護

～つながるコンサート～

医療・介護

～つながるコンサート～

名古屋市医師会

在宅医療・介護連携支援センター

スーパーバイザー  黒木 信之

健康ささえ隊による　みずほ体操健康ささえ隊による　みずほ体操健康ささえ隊による　みずほ体操

13：20～13：50

自分も元気！

みんなも元気！

認知症への理解を深め、

寸劇を通して対応方法を

学びましょう！

ボランティア音楽祭ボランティア音楽祭ボランティア音楽祭

映画関係者による講演会映画関係者による講演会映画関係者による講演会

申込先 瑞穂区西部いきいき支援センター

（TEL：872-1705）

利用者の作品展示利用者の作品展示

支援センターー

者の作品展者用者の作品展

皆さんが、様々なパフォーマンス

在宅療養・薬剤・障がい者・高齢者などの相談コーナー・薬剤・障がい者・高齢者などの相談コーナー在宅療養・薬剤・障がい者・高齢者などの相談コーナー

11/8 ～12  水 日 11/8 ～10  13：30～15：30水 金

※薬剤相談は、11/8（水）の14：00～15：30のみ開催

（在宅療養の打ち合わせ風景）

認知症の人の「世界」を共有してみませんか？

主 催
瑞穂区役所、みずほフェスタ

一社）名古屋市医師会 瑞穂

申込先 瑞穂区西部いきいき支

（TEL：872-1705）

利用利利用

11/8

会、瑞穂保健所、瑞穂区東部・西部いきいき

介護連携支援センター、瑞穂区障害者基幹

縁 あに縁のあ

します。8

瑞穂瑞穂区に

を披露し

展示展示

ある皆さんが、様々なパフある皆

8グループ出演予定。

在宅療宅在宅療
講堂ロビーの

個別相談
さくらルーム

無 料
11月11日は介護の日 とあなたの笑顔がささがささ 福えるえるええる 療療医医医医医医と 療医医 輪輪輪とととと医と医医祉る 福祉福福祉福祉 医医医医医医医医医医祉祉とととと祉祉 医ととと 療医療療医療医医医医医医医 のの療療療療ののののの療 輪ののののの医医さえるさえるが顔

護だけだけ護 ののく、在く、在在在在 医医けでけでなく護介護介介介 でななで今年からみずほ介護フェスタからみずほフェスタに変わりました。そ。そし変わりまし 介介て介た 医医くでなでななくくででで くななくでで介護介介介介介介介。そして介そして介介 在在在在 医医療の療医療のの医療医療の療療介介介介 なく、在宅医宅医なく、在くく 在宅医療在宅医療在なく、在宅医 ののの療療ののの療のの介護だけけ介護 けけででなでななで介介介介タに変わりま変わりまほフェスフ

演示をは ンンンン講演講講はじめはじめ 演ことや障がいなどの相談コ ナ も加わりました 施設利用者の作品者の作施設利用 展展 会 コン会 コンンンはじめ 講め 講めめ 演じじ展示展示の作品展作品展 演演 ンコンコ演演め 講演会会め 演会はは施設利用施設利

みずほフェスタ’17みずほフェスタ’17みずほフェスタ’17



お問い合わせ 瑞穂区役所福祉課　TEL:852-9366　FAX:851-1350

イベントスケジュール

11:00
～

16：00

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

さくらルーム

1階EV前

講堂ロビー

講
堂

区内介護施設サービス利用者の作品展示

配食サービスについての説明・製品紹介等

障がい福祉サービス事業所による物品の販売 障がい福祉サービス事業所
による物品の販売

映画上映

日本一幸せな

従業員をつくる！

みずほ体操

ボランティア

音楽祭

（ 予 定 ）

医療・介護
～つながるコンサート～

シンポジウム

どんなふうに

在宅療養ってできるの？
～療養者や介護者の

生の声を聞いてみよう！～

認知症

サポーター

養成講座

認知症予防体操・

回想法レクリエーション

認知症

VR体験

お家に

歯医者さんが

やってくる！

お家でできる

お口のケア�

福祉用具・

障がい者スポーツ・

当事者体験

エンディングノートの活用について

映画関係者による講演会

在宅療養・薬剤・障がい者・高齢者などの相談コーナー

瑞穂区介護保険連絡会イベントコーナー

11/8 水 11/9 木 11/10 金 11/11 土 11/12 日

見て、聞いて、ふれて、体験しよう! !

会場のご案内
見て、聞いて、ふれて、体験しよう! !

会場のご案内
見て、聞いて、ふれて、体験しよう! !

会場のご案内
講堂ロビーの個別相談さくらルーム

区内介護施設サービス

利用者の作品展示

区内介護施設サービス

利用者の作品展示

区内介護施設サービス

利用者の作品展示

11/8 ～12  

困っていることなど

お話しください。

水 日

11/9 ・10 ・12木 金 日

配食サービスについての

説明・製品紹介等

を行います。

配食サービスについての

説明・製品紹介等

を行います。

配食サービスについての

説明・製品紹介等

を行います。

11/11 ～12土 日

11/8 ～10  13：30～15：30水 金

在宅療養・薬剤・

障がい者・高齢者などの

相談コーナー

在宅療養・薬剤・

障がい者・高齢者などの

相談コーナー

在宅療養・薬剤・

障がい者・高齢者などの

相談コーナー

区内の介護サービス事業所がブースを設け、利用者の

作品を展示します。力作揃いです。ぜひご覧ください。

障がい福祉サービス

事業所による

物品の販売

障がい福祉サービス

事業所による

物品の販売

障がい福祉サービス

事業所による

物品の販売

区内の事業所で

障がい当事者が作った

商品を日替わりで販売します。

1Fロビー等にて販売。

商品がなくなり次第終了となります。

※薬剤相談は、11/8（水）の14：00～15：30のみ開催

瑞穂区マスコットキャラクター

みずほっぺ


