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報道関係者各位

ケアフェス 2015 開催のお知らせ
来たる 9 月 27 日（日）に、ケアフェス 2015 を開催いたします。
ケアフェスは、子育て、介護、看護、看取りなど、さまざまな場面におけるケアの当事者が自ら情報を発
信したり、参加者同士がケアについて対話をしたり、ともに考えたりするイベントです。「市民発！介護なん
でも文化祭」を継承し、今年で 11 回目の開催となりますが、年々ケアに対する認識が変化しています。
今年も高齢者や認知症だけではなく、発達障害やアルコール依存症、ヤングケアラー、グリーフケアな
ど、子どもから高齢者までをサポート対象とする幅広い仲間（支援団体等）が集まります。また上智学院の
学生の参加もあります。

●日時：9 月 27 日（日）10：00～16：00
●会場：上智大学四谷キャンパス 12 号館
●参加料：500 円（学生無料）
※詳細は、添付チラシ（2 枚）をご覧ください。
ぜひ、貴社メディアにて、周知にご協力をいただきますようお願い申し上げます。
また、取材については事前にお申込みください。どうぞよろしくお願い申し上げます。
［取材申込について］

［取材にあたっての順守事項］

●取材申込締切：9 月 24 日（木）

①腕章をつけてください（人数分を受付でお渡し）。

必ず事前にお知らせください。

②ブース、セミナー・ワークショップを取材・撮影する

氏名、所属（媒体）、人数、大型機材をご使用の

際には、社名・媒体・使用目的を明らかにし、対

場合はその内容を明記してください。

象とする出展者の了承を必ず得てください。

・申込先：carefes2015@gmail.com
（ケアフェス 2015 実行委員会事務局）

③来場者への直接取材は絶対にしないでください。
④プライバシー権と肖像権の観点から、個人が特
定できる写真等の撮影は絶対しないでください。

［上智学院広報部への連絡について］

⑤取材内容が放映・掲載等される場合は、事前に

上智学院への取材申込は、ケアフェス 2015 実行

ケアフェス 2015 実行委員会事務局までご連絡く

委員会事務局よりまとめていたしますので、直接

ださい。

のお問い合わせはお控えください。

＊会場での電源の提供はいたしません
＊当日は、1 階で受付をしてください

多様化する家族のかたち、ケアのかたち
〜 あなたも、わたしもケアラー 〜

ケアフェスは、⼦育て、介護、看護、看取りなど、さまざまな場⾯におけるケアの当事者が⾃ら情報を発信したり、参加
者同⼠がケアについて対話したり、ともに考えたりするイベント。「市⺠発！介護なんでも⽂化祭」を継承し、今年で
11回⽬です。

セミナー・ワークショップ

５会場で計14団体が開催！ 改正介護保険、発達障害者の
家族、ヤングケアラー、アルコールの問題、地域づくり、死別と葬
送など、テーマはさまざま！
＊タイトルは変更される場合があります。
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講演：栗林知絵⼦さん（豊島⼦どもWAKUWAKUネットワーク代表）

【アクセス】

ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・南北線
「四ツ⾕」駅より徒歩5分
※正⾨からお⼊りください。

参加料
500円
学⽣無料

東京都千代⽥区紀尾井町7-1
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いわゆる「井⼾端会議」。誰でも参加できます。

しゃべり場

空⽩になっているところはどなたでも使えます。事前予約はWEBサイトから。8/31〆切。
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＊タイトルは変更される場合があります。

ブース出展

介護現場で実際に⾏われている各種セラピーやプログラムの体験、
キャリアカウンセリングや相続の相談デスクなどさまざま！
上智レンコンプロ
ジェクトの紹介と
飲⾷・交流スペ
ースもあります

１Ｆ

上智⼤学・上智社会福祉専⾨学校学⽣／東京ソーシャルワーカー協会／
スワンベーカリー／ティナカフェ／Ｍ＆Ｈサポート／シナプソロジー体験会／
（NPO）ダイバーシティ⼯房／（株）東京在宅サービス／（NPO）フラ
ワーセラピー研究会／ライフビジョンネット／若者介護.net

４Ｆ

アクアオーラフローラ／エキサイト（株）／カタツムリの会／（NPO）介護者サポートネットワークセ
ンター・アラジン／（NPO）コミュニティーサポート協会／（NPO）若年認知症サポートセンター／
（社）相続サポートセンター／チーム介護アロマ／（認定NPO） ⽇本セラピューティック・ケア協
会／ （株）ビデオソニック／（社）プラチナリボン機構／彩星の会／メンタルAU／（株）リリムジ
カ／⽼後サポートネットワーク／【介護に穏やかな喜びを】渡辺由紀⼦

●ケアフェス2015実⾏委員会事務局●
Email：carefes2015@gmail.com
WEBサイト：http://carefes.jimdo.com/
Facebook：www.facebook.com/carefes

●主催：ケアフェス2015実⾏委員会
●共催：上智レンコンプロジェクト
（上智⼤学教職協働・職員協働イノベーション研究申請グループ ）

●後援：千代⽥区役所

