
 

ぜひご活用ください！ 

■保健福祉広報協会のメール配信サービス：https://www.hcrjapan.org/mail/intro.html 

H.C.R.Newsや出展社の新製品情報などを配信。 

■HCR アプリ：QRコードからダウンロード 

 H.C.R.や福祉機器に関する新着情報を随時紹介。 

■プレスリリースのバックナンバー： 

https://www.hcr.or.jp/press/download 

iOS版 Android版 

配信元：一般財団法人保健福祉広報協会 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2新霞が関ビル内 

Tel.03-3580-3052 Fax.03-5512-9798 

お問い合わせ：info@hcrjapan.org 

H.C.R.Webサイト：https://www.hcr.or.jp/ 
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➢ 事前の入場登録を開始 みなさまのスムーズな入場をサポートします！ (10月 10日(水)～12日(金)) 

第 45回国際福祉機器展 H.C.R.2018に向け H.C.R.Webサイトにて事前の入場登録を開始しまし

た。 

過去最大の展示面積で開催する今回は 12万人超の来場を見込み、よりスムーズな入場ができ

るよう、事前に入場登録をお済ませいただくようご案内しています。なお、10 名以上の団体様には

団体登録用紙をご用意し、同サイトよりダウンロードできるようにしています。 

     入場登録ページ：https://www.hcr.or.jp/registration 
 

➢ 併催イベント情報の公開  多彩な内容のプログラムにぜひご参加ください！ 

H.C.R.では、約 20,000点の福祉機器・生活用品の展示に加え、下記の併催イベントを実施し、福

祉・介護・リハビリなどに役立つ最新情報を提供します！ 

各併催イベントの詳細は、別紙をご覧ください！ 
 

●国際シンポジウム ⇒仕事と育児・介護の両立支援をテーマにスウェーデンから講師を招へい！ 
 

国際シンポジウムページ：https://www.hcr.or.jp/seminar/symposium 
 

●H.C.R.セミナー ⇒福祉職向け、企業向け、一般向けに多彩なセミナーをご用意！ 
 

H . C . R .セミナーページ：https://www.hcr.or.jp/seminar/skillup 
 

●H.C.R.特別企画 ⇒気軽に立ち寄れる充実した企画が満載！ 
 

H.C.R .特別企画ページ：https://www.hcr.or.jp/seminar/specialseminar 
 

●出展社プレゼンテーション ⇒60を超える出展社が独自のプログラムを企画！ 

出展社プレゼンテーションページ：近日中に H.C.R.Web サイトにて公開予定。 

H.C.R.2018 

入場登録＆シンポジウム・セミナー参加登録を開始！ 
Web サイトから簡単手続き！併催イベント内容も詳しく掲載！ 

 

https://www.hcrjapan.org/mail/intro.html
https://www.hcr.or.jp/press/download
mailto:info@hcrjapan.org
https://www.hcr.or.jp/
https://www.hcr.or.jp/registration
https://www.hcr.or.jp/seminar/symposium
https://www.hcr.or.jp/seminar/skillup
https://www.hcr.or.jp/seminar/specialseminar
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  【有料・事前登録制】 

 仕事と育児・介護の両立支援～その現状と対策～  

わが国では高齢化が進展する中、介護を必要とする高齢者が増え続けていることを受け、年間で約 10 万人

が介護や看護のために仕事を辞めてしまう「介護離職」が深刻な問題となっています。 

他方、子育てについては、安心して働き続けるために解決すべき「保育所待機児問題」などが連続的に報道

され、仕事と育児・子育て、また、仕事と介護の両立はいまだ難しい状況にあります。 

そこで本シンポジウムでは、国をあげて先駆的な施策を展開しており、国民の意識も高いスウェーデンから

講師を招いてその現状と展望を学ぶとともに、日本の課題についての議論を踏まえ、今後あるべき取り組みを

考察します。                                       【日英同時通訳付・手話通訳付】 

●日 時： 2018年 10月 11日(木) 13：00～16：00 

●会 場： 特設会場Ｇ (東 8ホール内) 

●登壇者： 【シンポジスト】 アニタ・ニーベルグ 氏 (スウェーデン/ストックホルム大学 名誉教授)  

池田 心豪 氏 (独立行政法人 労働政策研究・研修機構 主任研究員) 

           【チューター】 塚田 典子 氏 (日本大学商学部 教授) 

●定 員： 300名 (席に余裕がある場合には、当日受付を１２：30～会場前で先着順にて行います) 

●参加費： 1,000円 (税込・資料代込) 

●参加対象者： 該当テーマの課題に興味のある方 
 

  【無料・事前登録制】 

H.C.R.では会期中 3日間、福祉職・介護職向け、企業関係者向け、一般、福祉サービス利用者・家族向けに下記

のプログラムにより、みなさまに役立つ最新の情報を提供します。 

①福祉職・介護職向けセミナー 

G1-S03・G2-S04 福祉施設の実践事例発表～役立つ活かせる工夫とアイデア～ 

日時：10月 10日(水)13：30～16：00 

会場：特設会場Ｇ1・Ｇ2(東 8ホール内) ⇒介護福祉分野と障害福祉分野を 2会場に分け、計 10発表を実施予定 

G2-S06 みんなの認知症情報学による根拠に基づくケアの実現～認知症の人の情動理解とコミュニケーション

支援～ NEW 

日時：10月 11日(木)10：30～12：00 

会場：特設会場Ｇ2(東 8ホール内) 

G1-S08 福祉機器をめぐる二つの最新動向～貸与制度はどう変わるか、介護ロボット等の施設活用をいかに

進めるべきか～ NEW 

日時：10月 12日(金)13：30～15：00 

会場：特設会場Ｇ1(東 8ホール内) 

G2-S09 福祉施設における感染症の知識と対応～知っておきたい感染症対策のポイント～ 

日時：10月 12日(金)13：00～14：30 

会場：特設会場Ｇ2(東 8ホール内) 
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②企業関係者向けセミナー 

G1-S01 介護ロボット(福祉機器)の安全性・導入効果を最大化するために～安全性認証と効果測定をとりまく

情勢と実務～ NEW 

日時：10月 10日(水)10：30～12：00 

会場：特設会場Ｇ1(東 8ホール内) 

G1-S05 超高齢化社会先進国・日本が手掛ける介護・福祉イノベーション～日本とアジア諸国の現

状・課題とともに～ NEW 

日時：10月 11日(木)10：15～11：45 

会場：特設会場Ｇ1(東 8ホール内) 

③一般、福祉サービス利用者・家族向けセミナー 

G2-S02 一般家庭における介護で腰痛にならないための基本技術～ボディメカニクスの理解と活用～ 

日時：10月 10日(水)10：30～12：00 

会場：特設会場Ｇ2(東 8ホール内) 

G1-S05 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を理解しよう NEW 

日時：10月 12日(金)10：30～12：00 

会場：特設会場Ｇ1(東 8ホール内) 

Ａ-S10 高齢者むけの手軽な日々の食事～総菜やレトルト食品をおいしくバランスアップ～ 

日時：10月 10日(水)～10月 12日(金) 13：00～14：00 

会場：特設会場 A (東 1ホール内) ※自由参加 (先着順) のため、セミナー参加登録不要 

Ｄ-S11 はじめての福祉機器 選び方・使い方セミナー (基本動作編、住宅改修編、自立支援編の 10講座を開催) 

日時：10月 10日(水)～10月 12日(金) 

会場：特設会場 D (東 6ホール内) ※自由参加 (先着順) のため、セミナー参加登録不要 

 

◆ 国際シンポジウムおよび H.C.R.セミナーの参加登録方法 

ご参加いただくにあたって、あらかじめ H.C.R.Web サイトより入場登録をしていただき、マイページを取得する

必要があります。なお、宛名面に 11 桁の数字が記載されている招待ハガキをお持ちの方は、入場登録は不要

ですので、参加登録フォームに必要事項を入力し、マイページの取得と参加登録を行ってください。 

■入場登録はこちら：https://www.hcr.or.jp/registration 

■招待ハガキをお持ちの方はこちら：https://hcr-reg.org/  

      (すでに入場登録を済ませ、マイページをお持ちの方も上記 URLより参加登録することができます) 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcr.or.jp/registration
https://hcr-reg.org/
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 【無料】 

会場内の特設会場にて、様々なテーマで機器の集中展示や紹介、講座、各種無料相談コーナーの設置な

どを行います。本年は、障害者スポーツ関連イベントと補助犬啓発イベントを加え、例年以上に満足感のある

H.C.R.を体感できます。 

 

Ｂ-Ｐ01 アルテク講座 2018～身の回りにある
・ ・

テク
・ ・

ノロジー(アルテク)で創る豊かで楽しい生活 

会場：特設会場 B (東 6ホール入口・会議室) 

Ｃ-Ｐ02 障害児のための「子ども広場」 

会場：特設会場 C (東 6ホール内) 

Ｃ-Ｐ03 日常生活支援用品コーナー 

会場：特設会場 C (東 6ホール内) 

Ｃ-Ｐ04 補助犬コーナー NEW 

⇒障害のある方のパートナー「盲導犬」 「聴導犬」 「介助犬」 を展示などで紹介！ 

会場：特設会場 C (東 6ホール内) 

Ｃ-Ｐ05 ふくしの相談コーナー 

会場：特設会場 C (東 6ホール内) 

Ｃ-Ｐ06 体験スペース NEW 

⇒自助具を実際につくったり、補助犬が間近でデモンストレーションをしたりといった体験型のイベントを実施！ 

会場：特設会場 C (東 6ホール内) 

Ｅ-Ｐ07 福祉機器開発最前線 

会場：特設会場 E (東 7ホール内) 

Ｆ-Ｐ08 障害者スポーツコーナー NEW 

⇒障害者スポーツのデモンストレーションや体験イベント、関連スピーチや用具展示などを実施！ 

会場：特設会場 F (東 7ホール内) 

1H-Ｐ09 被災地応援コーナー 

会場：1-06-05 (東 1ホール内)  (認定特定非営利活動法人 日本セルプセンターの右隣) 

 

【無料】 

会期 3 日間、出展社プレゼンテーションを 1 と 2(計 2 会場)に分け、60 を超える出展社が福祉機器の新製

品、技術開発の発表、使用説明や製品の PRなどを行います。 

 

その他にも多彩なプログラムを実施予定！ 

※内容や日程は予告なく変更する場合がありますので、ご来場の際は H.C.R.Web サイトなどで最新情報をご確認くだ

さい。 


