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　全国の当事者、家族、支援者、その他
関係者が一堂に会し、精神障害を取
り巻く諸課題について認識を深め
るとともに、精神障害者一人ひと
りが尊重され、自立して家庭を
持ち地域で安心して社会生活
を送ることができる共生社
会の実現に向けた取組が促
進されるよう全国大会を
開催したいと思います。

　皆様のお申込み・
ご参加を心よりお待
ちしております。    

愛と自立を語ろう
～みんなが自立し心ゆたかに住み続けられる平和な社会を目指して～

みんなねっと広島大会みんなねっと広島大会

主催
（公社）広島県精神保健福祉家族会連合会
（公社）全国精神保健福祉会連合会

共催
広島県
広島市

10月13日[木] 14日[金]（全体会） （分科会）

会場：JMSアステールプラザ

大会、お申込み、お支払いについてのお問い合わせはこちら

広島県精神保健福祉家族会連合会　広島県安芸郡府中町本町三丁目11-9　榮会館
事務局メール　minnanet2022@gmail.com　又は、電話でお問い合わせください。
広家連事務局　TEL：082-285-3837（受付時間 9：00～17：00 / 土日祝日は除く）

ホームページに最新の情報を掲載しておりますのでご覧ください。
https://hirokaren.org/

第14回   全国大会第14回   全国大会

参加費や申し込み方法

参加費参加費 家族・一般  3,000円家族・一般  3,000円 当事者・学生  1,000円　当事者・学生  1,000円　

申し込み方法申し込み方法 1, 申込用紙をFAX、または郵送する※1

送り先FAX番号：082-285-3837
1, 申込用紙をFAX、または郵送する※1

送り先FAX番号：082-285-3837 2, QRコードから※22, QRコードから※2 3, 広家連ホームページ
の参加申し込みから※2

3, 広家連ホームページ
の参加申し込みから※2

※1  広家連ホームページからプリントアウトできます。
※2  申し込み完了の自動返信メールが届きます。

・会場参加に申し込まれた方には当日大会資料集を配布いたします。
・オンライン参加の方には大会資料をお送りいたします。
・申し込みの締め切りは9月30日(金)です。
・払い込まれた参加費の払い戻しはいたしません。  

参加費は下記の銀行口座へお支払いください。

広島市農業協同組合　府中支所　（普通）0016888
公益社団法人　広島県精神保健福祉家族会連合会　代表理事　岡本智惠子（オカモトチエコ）

★お手数ですが参加者名を打ち込みお振り込みをお願いいたします。
　手数料は申込者でご負担くださいますよう宜しくお願い申し上げます。  

◀QRコードからも
お申し込みできます。

開催案内・参加申し込みの専用サイト

https://hirokaren.org/01/

後援（予定含む）
内閣府・厚生労働省
東京都
全国保健所長会
（公社）日本精神神経科病院協会
日本精神神経科診療所協会
（公社）日本精神保健福祉連盟
（公社）日本精神保健福祉士協会
（社福）日本身体障害者団体連合会
(公社）全国手をつなぐ育成会連合会
広島県安芸郡府中町

（一社）広島県精神科病院協会
(一社）広島県精神保健福祉協会
日本てんかん協会広島県支部
（公社）広島県看護協会
(一社）広島県作業療法士会
広島県精神保健福祉士協会
（公社）広島県社会福祉士会
（社福）広島県社会福祉協議会
（社福）広島市社会福祉協議会
（公社）広島県パラスポーツ協会

全体会 10月13日（木）
（受付10時30分）

JMSアステールプラザ
中ホール

当日オンライン配信あり
（後日アーカイブ配信あり）

分科会 10月14日（金）
（受付9時30分）

JMSアステールプラザ
各会議室

後日アーカイブ配信あり
（4分科会）

区  分 日  時 場  所 参加定員 オンライン

※会場参加は、定員制となっております。必ず事前の申し込みをお願いいたします。
※2日目に参加予定の分科会は申し込み時に指定してください。
※定員の都合により締め切らせていただく場合もございます。

オンラインの定員は500人
会場参加は、定員に制限有り

会場の定員制限あり
（各分科会は約40人）



10:30ー

11:00ー 11:30

11:30ー 12:00

12:00ー 13:00

13:00ー 13:50

13:50ー 14:05

14:05ー 14:20

14:20ー 15:05

15:05ー 15:50

15:50ー 15:55

15:55ー

受付開始

オープニング・アトラクション
【子ども神楽映像配信】広島県安芸郡府中町山田十二神祇保存会

開会式
主催者挨拶 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

公益社団法人広島県精神保健福祉家族会連合会
来賓挨拶 広島県知事　広島県議会議長　広島市長　

広島市議会議長　広島県安芸郡府中町　町長

昼休憩

基調講演
テーマ　 ｢地域において精神障害者と家族が安心して暮らせるために｣
講　師　 石井  知行  氏（広島県障害者自立支援協議会会長）

みんなねっと活動報告
公益社団法人全国精神保健福祉会連合会
理事長 　岡田  久実子  氏

休憩

特別講演（１）
テーマ 　 「だれもが自分らしく暮らせる地域のために」

（～みんなで考える地域精神保健のありかた～）
講　師　  藤井  千代  氏

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
地域精神保健・法制度研究部　部長

特別講演（２）
テーマ 　「原爆被爆体験」
講　師　 （原爆体験証言者）

次回大会開催県紹介
埼玉県

閉会式

2022みんなねっと広島大会2022みんなねっと広島大会10.13（
木
） 10.14（

金
）

全体会 分科会後日アーカイブ配信あり
（４分科会）

当日オンライン配信あり
（後日アーカイブ配信あり）

（４分科会）

会場：JMSアステールプラザ　　中ホール

会場：JMSアステールプラザ
広島県広島市中区加古町4-17　TEL  082-244-8000

「家族による家族学習会の取り組み」
岡山県精神障害者家族会連合会 阪井  ひとみ  氏（副理事長）
広島市精神保健福祉家族会連合会 野々川  靖  氏・祝  啓子  氏
ふちゅう風の会（広島県安芸郡府中町） 清水  久美  氏（会長）
広島県精神保健福祉家族会連合会 岡田  節（理事）

テ ー マ
助 言 者
問題提起者

司 会

  【第１分科会】 会場：２階  中ホール

「家族相談支援のあり方」
社会福祉法人しらとり会（広島県東広島市） 金子  百合子  氏（理事長）
広島県精神保健福祉家族会連合会 小畑  勝巳  氏（会員）

（家族相談支援アドバイザー）
ACTひろしま 大歳  明子  氏（管理者）
広島県精神保健福祉家族会連合会 草道  敏子（理事）

テ ー マ
助 言 者
問題提起者

司 会

【第２分科会】 会場：4階  大会議室A

「障害年金・当事者の地域での生活」
社会保険労務士 中川  洋子  氏・白石  美佐子  氏
(株)サンライズさんこう まつかわ  ともみ  氏
(株)サンライズさんこう（鳥取県サポート参加) 安達  賢  氏（統括部長）
メンタルヘルス当事者 小林  圭吾  氏
広島県精神保健福祉家族会連合会 平本  和昭（理事）

テ ー マ
助 言 者
問題提起者

司 会

【第３分科会】 会場：４階　大会議室B

「高校教科書（保健体育）」
社会福祉法人広島いのちの電話 永川  邦久  氏（理事･運営委員長）
精神保健福祉士（広島県庄原中学校） 高上  喜美子  氏
島根県精神保健福祉家族会連合会 手錢  百合子  氏（副理事長）
広島県精神保健福祉家族会連合会 川上  翔一郞（会員）

テ ー マ
助 言 者
問題提起者

司 会

【第４分科会】 会場：４階　中会議室

講演時間 10：00～12：009：30より受付開始

各分科会終了後、解散とさせていただきます。


