アクティビティ インストラクター

初級講座

全国で開催＆オンライン

【関東】
【信越】
【関西】
【九州】
【沖縄】
時

間

受講料

定員

3月12日
（土）
時期未定
2月26日
（土）
6月頃予定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定

10：00〜16：15（昼休憩１時間）
9,900円

※芸術と遊び創造協会

２回の通学＆課題実践

介護予防・要介護者のQOLを高めるアクティビティ・ケアの基礎知識と実践的なスキルを学びます。

通学コース 開催日程（2022年1月〜）
１日
（５時間）受講すると認定されます
8月頃予定
【北海道】 北海道釧路市
【東北】 青森県弘前市
12月頃予定
岩手県盛岡市
茨城県水戸市
東京都渋谷区
東京都渋谷区
新潟県新潟市
京都府京都市
福岡県北九州市
長崎県長崎市
熊本県熊本市
沖縄県那覇市

中級講座

会員価格

L ecture 講義 基礎知識を軸とした事例研究

学生のみ
50名
50名
40名
50名
50名
120名
50名
80名
80名
90名
30名

アクティビティ・ケアの
基礎理論

高齢者の心を豊かにする「アクティビティ・
ケア」とは何かを学びます。

全国や海外の施設での
アクティビティ・ケアの実際

全国や海外での施設の事例を通し、「アクテ
ィビティ・ケア」の導入方法を学びます。

P ractice 実技 理論とスキルの関係学

8,900円

アクティビティ・ツールの
制作

オリジナル書き込み式テキスト付き！

身近にある素材を使い、要介護高齢者も楽し
めるアクティビティ・ツールを制作します。

オンラインコース 新規開講！
！

動画視聴とスクーリング参加で、
ご自宅にいながらに
して学べます。
テキストと特別な教材をお送りします。

アクティビティ・ケアの
道具実践論

【動画視聴】４時間

お好きな時間にネット上の動画を視聴し「アクティビ
ティ・ケア」の基本と施設での実践例を学びます。

高齢者もスタッフも共に楽しめる、アクティ
ビティの道具で実際に遊んでみましょう。

【オンラインスクーリング】２時間

オンライン会議システムZOOMを活用し、全国の仲間
と交流しながら、実践を楽しく体験します。

ommunication 交流 対話から生まれる福祉文化論

アクティビティ・ツールを使った
コミュニケーション体験

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位
（年間４単位まで）

アクティビティ・ツールがいかに、コミュニ
ケーションを活発化するかを体験します。

全国や海外の施設での
コミュニケーション事例

詳細な情報は、当センターのWebをご覧
になるか、お問合せください。
お申込の方には別途ご案内します。

人と人との交流が高齢者の心にもたらす変化
を事例を通して学び、重要性を探ります。

日

会

アクティビティ ディレクター

高齢者福祉施設のアクティビティ・ケアを企画・実施でき、在宅や介護予防でもリーダー的な人材を目指します。

程 【第30期】 １回目 2022年09月25日（日）10：00〜16：30
２回目 2013年10月23日
（日）10：00〜16：30
３回目 2013年11月20日
（日）10：00〜16：30
４回目 2013年12月18日
（日）10：00〜16：30

場 オンラインでのリアルタイム開催

資料・教材を郵送で受け取り、当日はオンライン会議システムzoomにて受講
カメラ・マイク付きのパソコンやスマートフォンがあれば、
ご自宅や職場にいながらにして受講できます！

受講資格 「アクティビティ インストラクター」有資格者

定員 20名

受 講 料 65,000円 ＋ 消費税 ／ 芸術と遊び創造協会年会費 5,000円
（一般 76,500円 ／ 芸術と遊び創造協会会員 71,500円）
講座資料、各種材料・道具、資格認定料が含まれます

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位（年間４単位まで）

T echnical skill 専門的技能 多彩な講師陣からアクティビティ・スキルを学ぶ
施設でよく行われている代表的なアクティビティについてのスキルを、それぞれの分野の専門家から講義と実技を通して身につけます。活動を
何のために行うのか、参加しようという気持ちを引き出すための配慮など、現場でアクティビティを行うポイントを学びます。

１回目・２回目

アクティビティ・ケアの福祉文化論

多田千尋（高齢者アクティビティ開発センター 代表）

高齢者・障がい者と楽しむアートコーディネート実践

山口裕美子（障害者支援施設 東京都八王子福祉園 非常勤講師）

実践例を通して、地
域やボランティアとの
つながりのきっかけづ
くりなど、心の栄養補
給「アクティビティ デ
ィレクター」になるた
めのアイデア発想法や
心得を学びます。

高齢者・障がい者の
心が自然に動き、生き
る力につながるアート
コーディネートを体験
します。活動すること
の意味や、自己肯定感
を高める声かけなども
学びましょう。

動きを引き出す環境作りとリスクマネジメント

新田淳子（医療法人創健会 文京ひかりの里／作業療法士）
リハビリやアクテ
ィビティを、安全に
行うための環境作り
や、自主性の引き出
し方、生涯発達の視
点を学ぶとともに、
グループワークや実
技で体験します。

アクティビティ・ケアの行動計画

認知症の方へのアクティビティ・ケア

早期認知症のリハビリとしてアクティ
ビティを行っている通所リハビリテーシ
ョンの実践から、スタッフの特技を活か
したプログラムの組み立て方を学び、マ
イプログラムを持ち帰ります。また、独
自の評価スケールに基づいた効果測定法
や、アクティビティ・ケアを実践するた
めの具体的なスキルを学びます。

認知症の原因と症状について基礎か
ら再確認します。認知症の方を多くケ
アするデイサービスセンターの事例を
通し、認知症への理解を深めるととも
に、一人ひとりのストーリーを理解し
寄り添うためのポイントや、認知症ケ
アの最新事情を学び、アクティビテ
ィ・ケアにつなげましょう。

資格取得者の声

タイムスケジュール
（例） ４日間（各5時間30分）の受講と、課題の提出で認定されます

高橋芳雄（（医）川瀬神経内科クリニック 介護科 科長 ／介護福祉士／認知症予防専門士） 高橋克佳（認知症ケア研究所・デイサービスセンターお多福 統括管理者／看護師）

講座の間にアセスメント方法やアクティビティの効果測定などの実践課題があります。
10:00
11:00
12:00

１回目
アクティビティ・ケアの
福祉文化論
昼食休憩

13:00

動きを引き出す
環境づくりと
リスクマネジメント

14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・トイの
リハビリ活用術

10:00
11:00
12:00

２回目
高齢者・障がい者と楽しむ
アートコーディネート実践
昼食休憩

13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・ケアの
行動計画
現場での課題実践の説明

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

３回目

10:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践①

11:00
12:00

昼食休憩

認知症の方への
アクティビティ・ケア
昼食休憩

13:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践②

16:00
16:30

４回目

14:00
15:00

美容福祉と
アクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア
実現のために

16:00
16:30

認定式

欧米諸国の高齢者福祉施設では「アクティビティ ディレクター」が重要な存在です。そして日本でも、理論とス

空き状況の確認

当センターではアクティビティについて学んでいただくために、３つのステップの講座を開催しています。

お申込み・ご入金 【パソコン・スマートフォンから申込みの方】

キルを持ち合わせ、芸術と遊びを中心とした生活介護をデザインできる専門家が必要です。

Step 1 初級講座
アクティビティ・ケアの基礎を学ぶ

アクティビティ
インストラクター

介護予防・要介護高齢者の芸術、文
化、遊び、スポーツなどのＱＯＬを高め
る「アクティビティ・ケア」についての
最新の基礎知識と、実践的なコミュニケ
ーションスキルを学ぶ講座です。

Step 2 中級講座
アクティビティ・ケアの実際を学ぶ

アクティビティ
ディレクター

アクティビティ インストラクター取得
者のための中級講座です。芸術や遊びを
中心としたケアを企画・実施でき、施設
のアクティビティサービスや在宅、介護
予防でリーダー的な人材を目指します。

アクティビティ・ケア
フォーラム ブロック大会

【FAXまたは郵送にて申込みの方】

①右ページにある申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便でお送りください。
〈送り先〉 高齢者アクティビティ開発センター ／ FAX 03-3228-0699
〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 芸術と遊び創造協会
②郵便局に備え付けの青色の払込取扱票に必要事項を記入し、受講料をご入金ください。
〈郵便振替〉 番号：00100-1-387787 加入者名：高齢者アクティビティ開発センター
通信欄：講座名 受講日もしくは受講期

2022年3月13日
（日）岩手県盛岡市
他に北海道釧路市・熊本県熊本市など

2022年1月22日
（土）
・29日
（土）
オンライン開催

電話番号：03-3387-5461（木・日曜日、祝日以外の10：00〜17：30）

①「芸術と遊びらぼ」WEB（右のQRコードからもアクセスできます）から受講
希望のセミナーを選択し、ショッピングサイトからお申込手続きをお願い
します。
②クレジットカード、
コンビニ入金、銀行振込のいずれかで受講料をご入金ください。

Step 3 継続学習＆情報交換

アクティビティ・ケア
全国大会

セミナー受講をご希望の方は、お電話で空き状況をご確認ください。

３回目・４回目

高齢者ケアデザインの理論と実践

アクティビティ・トイのリハビリ活用術

生活の質の向上や、心地よい介護
テクニックとはどういうことか、具
体的事例に基づいたケーススタディ
ーを通して学ぶとともに、要介護者
本位のケアとは何か考えます。グル
ープディスカッションを通してケア
デザインの発想法や、高齢者の人生
のデザイン力を養いましょう。

高齢者の介護予防や心身の活
性化を目指すとともに、世代間
交流のコミュニケーションツー
ルにもなるアクティビティ・ト
イ。おもちゃを使って活動やリ
ハビリを提供する際のポイント
や、身体や精神面に与える効果
を学びます。

美容福祉とアクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア実現のために

綿

祐二（日本福祉大学 教授／社会福祉法人 睦月会 理事長）

磯

佐野美惠子（美容福祉師／山野美容芸術短期大学 非常勤講師）

桂

忍（高齢者アクティビティ開発センター 主任研究員）

裕二（通所リハビリテーション鶴の園／作業療法士）

高齢者の美容を専門に活動する講
師から、お年寄りにもなじみの香り
が特徴の国産アロマオイルを使った
ハンドケアなど、現場で導入しやす
い美容ケアを学びます。実践を通し
て、高齢者が心地よく生活する環境
づくりや、利用者とのコミュニケー
ション術を養いましょう。

先輩アクティビティ ディレクター
がどのようにアクティビティ・ケア
を進めているかや、人生歴から考え
るケアの実践例、多職種連携のヒン
トなど、それぞれの職場に戻ってす
ぐにアクティビティ・ケアを開始す
るためのさまざまなアイディアを学
びます。

受講確定
受講資料の到着

お申込書と受講料のご入金の両方が事務局で確認できた時点で受講確定となります。
受講資料をお送りします。内容をご確認ください。

申込書はコピーして、お1人1枚ご記入ください。

セミナー受講・入会申込書
■注意事項

※欠席される際は、事前にご連絡をいた
だいた場合のみ、次回への振替が可能
です。詳しくは当センターに直接お問
合せください。
※会場や、カリキュラムの順番、講師は
変更になる場合があります。
＊初級講座「アクティビティ インストラクター」
と中級講座「アクティビティ ディレクター」を
同時にお申込いただくことも可能です。
＊芸術と遊び創造協会の会員の方は下記の金
額でご受講いただけます。
アクティビティ インストラクター 8,900円
アクティビティ ディレクター 71,500円

アクティビティ インストラクター（一般9,900円／会員8,900円）
アクティビティ ディレクター（一般76,500円／会員71,500円）

氏

名

ご連絡先住所 〒

年

月

日 通学（開催地

＊ご記入いただいた個人情報は第三者に提供
いたしません。

業種（該当に○）
3.介護老人保健施設
7.デイケアセンター
10.その他（

）
・オンライン

30期（2022年9月開講）

（ふりがな

ご入金金額
）

芸術と遊び創造協会

,

円

会員 ・ 未入会

都道
府県

E-mail
勤務先名

＊認知症予防専門士の当センター主催の研修
会での単位取得は年に４単位が上限です。

受講日

※アクティビティ インストラクターとディレクターを同時にお申込いただくことが可能です

＊ご送金の際の手数料等はご負担ください。

＊納入された受講料等は、理由を問わず払い
戻しはいたしません。
ご了承ください。

● 一緒に受講した多職種の方々との
交流も多く、同期の絆が深まった
ことも収穫の一つでした。
（Ｙさん・愛知県・音楽講師）

実際にアクティビティ・ケアを行っているプロフェッショナルから、アクティビティ・プログラムを組み立てるスキルや、一人ひとりの利
用者に合わせるためのヒントをたっぷり時間をかけて学びます。現場に戻ってアクティビティを実行するための計画力を養います。

お申込内容

３つの
ステップ

セミナー受講・入会お申し込み方法

● 2025年、団塊世代の方が対象にな
る中で、今回学んだアクティビテ
ィの手段が有効だと考えました。
（Ｉさん・福岡県・作業療法士）

P lanning 計画力 アクティビティの計画力・実行力を身につける

き り と り

要介護高齢者の生活の質を高める専門家養成

● アクティビティは暮らし全般にわ
たるという認識を深めました。多
彩な講師から実践に基づくお話を
聞け、自分たちも楽しくなるアク
ティビティ実践法を学びました。
（Ｈさん・千葉県・生活相談員）

電話番号
ご連絡先（該当に○） 自宅 ・ 勤務先
1.特別養護老人ホーム
2.有料老人ホーム
4.グループホーム 5.在宅介護 6.デイサービスセンター
8.病院
9.障がい者施設
）

職種（該当に○）
1.介護職員
2.介護福祉士
3.ケアマネジャー
4.作業療法士
5.理学療法士
6.看護師
7.生活相談員・生活支援員
8.ホームヘルパー
9.施設長・施設責任者
10.ボランティア
11.その他（

）

アクティビティ インストラクター

初級講座

全国で開催＆オンライン

【関東】
【信越】
【関西】
【九州】
【沖縄】
時

間

受講料

定員

3月12日
（土）
時期未定
2月26日
（土）
6月頃予定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定

10：00〜16：15（昼休憩１時間）
9,900円

※芸術と遊び創造協会

２回の通学＆課題実践

介護予防・要介護者のQOLを高めるアクティビティ・ケアの基礎知識と実践的なスキルを学びます。

通学コース 開催日程（2022年1月〜）
１日
（５時間）受講すると認定されます
8月頃予定
【北海道】 北海道釧路市
【東北】 青森県弘前市
12月頃予定
岩手県盛岡市
茨城県水戸市
東京都渋谷区
東京都渋谷区
新潟県新潟市
京都府京都市
福岡県北九州市
長崎県長崎市
熊本県熊本市
沖縄県那覇市

中級講座

会員価格

L ecture 講義 基礎知識を軸とした事例研究

学生のみ
50名
50名
40名
50名
50名
120名
50名
80名
80名
90名
30名

アクティビティ・ケアの
基礎理論

高齢者の心を豊かにする「アクティビティ・
ケア」とは何かを学びます。

全国や海外の施設での
アクティビティ・ケアの実際

全国や海外での施設の事例を通し、「アクテ
ィビティ・ケア」の導入方法を学びます。

P ractice 実技 理論とスキルの関係学

8,900円

アクティビティ・ツールの
制作

オリジナル書き込み式テキスト付き！

身近にある素材を使い、要介護高齢者も楽し
めるアクティビティ・ツールを制作します。

オンラインコース 新規開講！
！

動画視聴とスクーリング参加で、
ご自宅にいながらに
して学べます。
テキストと特別な教材をお送りします。

アクティビティ・ケアの
道具実践論

【動画視聴】４時間

お好きな時間にネット上の動画を視聴し「アクティビ
ティ・ケア」の基本と施設での実践例を学びます。

高齢者もスタッフも共に楽しめる、アクティ
ビティの道具で実際に遊んでみましょう。

【オンラインスクーリング】２時間

オンライン会議システムZOOMを活用し、全国の仲間
と交流しながら、実践を楽しく体験します。

ommunication 交流 対話から生まれる福祉文化論

アクティビティ・ツールを使った
コミュニケーション体験

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位
（年間４単位まで）

アクティビティ・ツールがいかに、コミュニ
ケーションを活発化するかを体験します。

全国や海外の施設での
コミュニケーション事例

詳細な情報は、当センターのWebをご覧
になるか、お問合せください。
お申込の方には別途ご案内します。

人と人との交流が高齢者の心にもたらす変化
を事例を通して学び、重要性を探ります。

日

会

アクティビティ ディレクター

高齢者福祉施設のアクティビティ・ケアを企画・実施でき、在宅や介護予防でもリーダー的な人材を目指します。

程 【第30期】 １回目 2022年09月25日（日）10：00〜16：30
２回目 2013年10月23日
（日）10：00〜16：30
３回目 2013年11月20日
（日）10：00〜16：30
４回目 2013年12月18日
（日）10：00〜16：30

場 オンラインでのリアルタイム開催

資料・教材を郵送で受け取り、当日はオンライン会議システムzoomにて受講
カメラ・マイク付きのパソコンやスマートフォンがあれば、
ご自宅や職場にいながらにして受講できます！

受講資格 「アクティビティ インストラクター」有資格者

定員 20名

受 講 料 65,000円 ＋ 消費税 ／ 芸術と遊び創造協会年会費 5,000円
（一般 76,500円 ／ 芸術と遊び創造協会会員 71,500円）
講座資料、各種材料・道具、資格認定料が含まれます

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位（年間４単位まで）

T echnical skill 専門的技能 多彩な講師陣からアクティビティ・スキルを学ぶ
施設でよく行われている代表的なアクティビティについてのスキルを、それぞれの分野の専門家から講義と実技を通して身につけます。活動を
何のために行うのか、参加しようという気持ちを引き出すための配慮など、現場でアクティビティを行うポイントを学びます。

１回目・２回目

アクティビティ・ケアの福祉文化論

多田千尋（高齢者アクティビティ開発センター 代表）

高齢者・障がい者と楽しむアートコーディネート実践

山口裕美子（障害者支援施設 東京都八王子福祉園 非常勤講師）

実践例を通して、地
域やボランティアとの
つながりのきっかけづ
くりなど、心の栄養補
給「アクティビティ デ
ィレクター」になるた
めのアイデア発想法や
心得を学びます。

高齢者・障がい者の
心が自然に動き、生き
る力につながるアート
コーディネートを体験
します。活動すること
の意味や、自己肯定感
を高める声かけなども
学びましょう。

動きを引き出す環境作りとリスクマネジメント

新田淳子（医療法人創健会 文京ひかりの里／作業療法士）
リハビリやアクテ
ィビティを、安全に
行うための環境作り
や、自主性の引き出
し方、生涯発達の視
点を学ぶとともに、
グループワークや実
技で体験します。

アクティビティ・ケアの行動計画

認知症の方へのアクティビティ・ケア

早期認知症のリハビリとしてアクティ
ビティを行っている通所リハビリテーシ
ョンの実践から、スタッフの特技を活か
したプログラムの組み立て方を学び、マ
イプログラムを持ち帰ります。また、独
自の評価スケールに基づいた効果測定法
や、アクティビティ・ケアを実践するた
めの具体的なスキルを学びます。

認知症の原因と症状について基礎か
ら再確認します。認知症の方を多くケ
アするデイサービスセンターの事例を
通し、認知症への理解を深めるととも
に、一人ひとりのストーリーを理解し
寄り添うためのポイントや、認知症ケ
アの最新事情を学び、アクティビテ
ィ・ケアにつなげましょう。

資格取得者の声

タイムスケジュール
（例） ４日間（各5時間30分）の受講と、課題の提出で認定されます

高橋芳雄（（医）川瀬神経内科クリニック 介護科 科長 ／介護福祉士／認知症予防専門士） 高橋克佳（認知症ケア研究所・デイサービスセンターお多福 統括管理者／看護師）

講座の間にアセスメント方法やアクティビティの効果測定などの実践課題があります。
10:00
11:00
12:00

１回目
アクティビティ・ケアの
福祉文化論
昼食休憩

13:00

動きを引き出す
環境づくりと
リスクマネジメント

14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・トイの
リハビリ活用術

10:00
11:00
12:00

２回目
高齢者・障がい者と楽しむ
アートコーディネート実践
昼食休憩

13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・ケアの
行動計画
現場での課題実践の説明

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

３回目

10:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践①

11:00
12:00

昼食休憩

認知症の方への
アクティビティ・ケア
昼食休憩

13:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践②

16:00
16:30

４回目

14:00
15:00

美容福祉と
アクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア
実現のために

16:00
16:30

認定式

欧米諸国の高齢者福祉施設では「アクティビティ ディレクター」が重要な存在です。そして日本でも、理論とス

空き状況の確認

当センターではアクティビティについて学んでいただくために、３つのステップの講座を開催しています。

お申込み・ご入金 【パソコン・スマートフォンから申込みの方】

キルを持ち合わせ、芸術と遊びを中心とした生活介護をデザインできる専門家が必要です。

Step 1 初級講座
アクティビティ・ケアの基礎を学ぶ

アクティビティ
インストラクター

介護予防・要介護高齢者の芸術、文
化、遊び、スポーツなどのＱＯＬを高め
る「アクティビティ・ケア」についての
最新の基礎知識と、実践的なコミュニケ
ーションスキルを学ぶ講座です。

Step 2 中級講座
アクティビティ・ケアの実際を学ぶ

アクティビティ
ディレクター

アクティビティ インストラクター取得
者のための中級講座です。芸術や遊びを
中心としたケアを企画・実施でき、施設
のアクティビティサービスや在宅、介護
予防でリーダー的な人材を目指します。

アクティビティ・ケア
フォーラム ブロック大会

【FAXまたは郵送にて申込みの方】

①右ページにある申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便でお送りください。
〈送り先〉 高齢者アクティビティ開発センター ／ FAX 03-3228-0699
〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 芸術と遊び創造協会
②郵便局に備え付けの青色の払込取扱票に必要事項を記入し、受講料をご入金ください。
〈郵便振替〉 番号：00100-1-387787 加入者名：高齢者アクティビティ開発センター
通信欄：講座名 受講日もしくは受講期

2022年3月13日
（日）岩手県盛岡市
他に北海道釧路市・熊本県熊本市など

2022年1月22日
（土）
・29日
（土）
オンライン開催

電話番号：03-3387-5461（木・日曜日、祝日以外の10：00〜17：30）

①「芸術と遊びらぼ」WEB（右のQRコードからもアクセスできます）から受講
希望のセミナーを選択し、ショッピングサイトからお申込手続きをお願い
します。
②クレジットカード、
コンビニ入金、銀行振込のいずれかで受講料をご入金ください。

Step 3 継続学習＆情報交換

アクティビティ・ケア
全国大会

セミナー受講をご希望の方は、お電話で空き状況をご確認ください。

３回目・４回目

高齢者ケアデザインの理論と実践

アクティビティ・トイのリハビリ活用術

生活の質の向上や、心地よい介護
テクニックとはどういうことか、具
体的事例に基づいたケーススタディ
ーを通して学ぶとともに、要介護者
本位のケアとは何か考えます。グル
ープディスカッションを通してケア
デザインの発想法や、高齢者の人生
のデザイン力を養いましょう。

高齢者の介護予防や心身の活
性化を目指すとともに、世代間
交流のコミュニケーションツー
ルにもなるアクティビティ・ト
イ。おもちゃを使って活動やリ
ハビリを提供する際のポイント
や、身体や精神面に与える効果
を学びます。

美容福祉とアクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア実現のために

綿

祐二（日本福祉大学 教授／社会福祉法人 睦月会 理事長）

磯

佐野美惠子（美容福祉師／山野美容芸術短期大学 非常勤講師）

桂

忍（高齢者アクティビティ開発センター 主任研究員）

裕二（通所リハビリテーション鶴の園／作業療法士）

高齢者の美容を専門に活動する講
師から、お年寄りにもなじみの香り
が特徴の国産アロマオイルを使った
ハンドケアなど、現場で導入しやす
い美容ケアを学びます。実践を通し
て、高齢者が心地よく生活する環境
づくりや、利用者とのコミュニケー
ション術を養いましょう。

先輩アクティビティ ディレクター
がどのようにアクティビティ・ケア
を進めているかや、人生歴から考え
るケアの実践例、多職種連携のヒン
トなど、それぞれの職場に戻ってす
ぐにアクティビティ・ケアを開始す
るためのさまざまなアイディアを学
びます。

受講確定
受講資料の到着

お申込書と受講料のご入金の両方が事務局で確認できた時点で受講確定となります。
受講資料をお送りします。内容をご確認ください。

申込書はコピーして、お1人1枚ご記入ください。

セミナー受講・入会申込書
■注意事項

※欠席される際は、事前にご連絡をいた
だいた場合のみ、次回への振替が可能
です。詳しくは当センターに直接お問
合せください。
※会場や、カリキュラムの順番、講師は
変更になる場合があります。
＊初級講座「アクティビティ インストラクター」
と中級講座「アクティビティ ディレクター」を
同時にお申込いただくことも可能です。
＊芸術と遊び創造協会の会員の方は下記の金
額でご受講いただけます。
アクティビティ インストラクター 8,900円
アクティビティ ディレクター 71,500円

アクティビティ インストラクター（一般9,900円／会員8,900円）
アクティビティ ディレクター（一般76,500円／会員71,500円）

氏

名

ご連絡先住所 〒

年

月

日 通学（開催地

＊ご記入いただいた個人情報は第三者に提供
いたしません。

業種（該当に○）
3.介護老人保健施設
7.デイケアセンター
10.その他（

）
・オンライン

30期（2022年9月開講）

（ふりがな

ご入金金額
）

芸術と遊び創造協会

,

円

会員 ・ 未入会

都道
府県

E-mail
勤務先名

＊認知症予防専門士の当センター主催の研修
会での単位取得は年に４単位が上限です。

受講日

※アクティビティ インストラクターとディレクターを同時にお申込いただくことが可能です

＊ご送金の際の手数料等はご負担ください。

＊納入された受講料等は、理由を問わず払い
戻しはいたしません。
ご了承ください。

● 一緒に受講した多職種の方々との
交流も多く、同期の絆が深まった
ことも収穫の一つでした。
（Ｙさん・愛知県・音楽講師）

実際にアクティビティ・ケアを行っているプロフェッショナルから、アクティビティ・プログラムを組み立てるスキルや、一人ひとりの利
用者に合わせるためのヒントをたっぷり時間をかけて学びます。現場に戻ってアクティビティを実行するための計画力を養います。

お申込内容

３つの
ステップ

セミナー受講・入会お申し込み方法

● 2025年、団塊世代の方が対象にな
る中で、今回学んだアクティビテ
ィの手段が有効だと考えました。
（Ｉさん・福岡県・作業療法士）

P lanning 計画力 アクティビティの計画力・実行力を身につける

き り と り

要介護高齢者の生活の質を高める専門家養成

● アクティビティは暮らし全般にわ
たるという認識を深めました。多
彩な講師から実践に基づくお話を
聞け、自分たちも楽しくなるアク
ティビティ実践法を学びました。
（Ｈさん・千葉県・生活相談員）

電話番号
ご連絡先（該当に○） 自宅 ・ 勤務先
1.特別養護老人ホーム
2.有料老人ホーム
4.グループホーム 5.在宅介護 6.デイサービスセンター
8.病院
9.障がい者施設
）

職種（該当に○）
1.介護職員
2.介護福祉士
3.ケアマネジャー
4.作業療法士
5.理学療法士
6.看護師
7.生活相談員・生活支援員
8.ホームヘルパー
9.施設長・施設責任者
10.ボランティア
11.その他（

）

アクティビティ インストラクター

初級講座

全国で開催＆オンライン

【関東】
【信越】
【関西】
【九州】
【沖縄】
時

間

受講料

定員

3月12日
（土）
時期未定
2月26日
（土）
6月頃予定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定
時期未定

10：00〜16：15（昼休憩１時間）
9,900円

※芸術と遊び創造協会

２回の通学＆課題実践

介護予防・要介護者のQOLを高めるアクティビティ・ケアの基礎知識と実践的なスキルを学びます。

通学コース 開催日程（2022年1月〜）
１日
（５時間）受講すると認定されます
8月頃予定
【北海道】 北海道釧路市
【東北】 青森県弘前市
12月頃予定
岩手県盛岡市
茨城県水戸市
東京都渋谷区
東京都渋谷区
新潟県新潟市
京都府京都市
福岡県北九州市
長崎県長崎市
熊本県熊本市
沖縄県那覇市

中級講座

会員価格

L ecture 講義 基礎知識を軸とした事例研究

学生のみ
50名
50名
40名
50名
50名
120名
50名
80名
80名
90名
30名

アクティビティ・ケアの
基礎理論

高齢者の心を豊かにする「アクティビティ・
ケア」とは何かを学びます。

全国や海外の施設での
アクティビティ・ケアの実際

全国や海外での施設の事例を通し、「アクテ
ィビティ・ケア」の導入方法を学びます。

P ractice 実技 理論とスキルの関係学

8,900円

アクティビティ・ツールの
制作

オリジナル書き込み式テキスト付き！

身近にある素材を使い、要介護高齢者も楽し
めるアクティビティ・ツールを制作します。

オンラインコース 新規開講！
！

動画視聴とスクーリング参加で、
ご自宅にいながらに
して学べます。
テキストと特別な教材をお送りします。

アクティビティ・ケアの
道具実践論

【動画視聴】４時間

お好きな時間にネット上の動画を視聴し「アクティビ
ティ・ケア」の基本と施設での実践例を学びます。

高齢者もスタッフも共に楽しめる、アクティ
ビティの道具で実際に遊んでみましょう。

【オンラインスクーリング】２時間

オンライン会議システムZOOMを活用し、全国の仲間
と交流しながら、実践を楽しく体験します。

ommunication 交流 対話から生まれる福祉文化論

アクティビティ・ツールを使った
コミュニケーション体験

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位
（年間４単位まで）

アクティビティ・ツールがいかに、コミュニ
ケーションを活発化するかを体験します。

全国や海外の施設での
コミュニケーション事例

詳細な情報は、当センターのWebをご覧
になるか、お問合せください。
お申込の方には別途ご案内します。

人と人との交流が高齢者の心にもたらす変化
を事例を通して学び、重要性を探ります。

日

会

アクティビティ ディレクター

高齢者福祉施設のアクティビティ・ケアを企画・実施でき、在宅や介護予防でもリーダー的な人材を目指します。

程 【第30期】 １回目 2022年09月25日（日）10：00〜16：30
２回目 2013年10月23日
（日）10：00〜16：30
３回目 2013年11月20日
（日）10：00〜16：30
４回目 2013年12月18日
（日）10：00〜16：30

場 オンラインでのリアルタイム開催

資料・教材を郵送で受け取り、当日はオンライン会議システムzoomにて受講
カメラ・マイク付きのパソコンやスマートフォンがあれば、
ご自宅や職場にいながらにして受講できます！

受講資格 「アクティビティ インストラクター」有資格者

定員 20名

受 講 料 65,000円 ＋ 消費税 ／ 芸術と遊び創造協会年会費 5,000円
（一般 76,500円 ／ 芸術と遊び創造協会会員 71,500円）
講座資料、各種材料・道具、資格認定料が含まれます

下記ポイントの付与対象講座です

・日本作業療法士協会 SIG認定 基礎ポイント １ポイント
・日本認知症予防学会 認知症予防専門士 更新単位 ２単位（年間４単位まで）

T echnical skill 専門的技能 多彩な講師陣からアクティビティ・スキルを学ぶ
施設でよく行われている代表的なアクティビティについてのスキルを、それぞれの分野の専門家から講義と実技を通して身につけます。活動を
何のために行うのか、参加しようという気持ちを引き出すための配慮など、現場でアクティビティを行うポイントを学びます。

１回目・２回目

アクティビティ・ケアの福祉文化論

多田千尋（高齢者アクティビティ開発センター 代表）

高齢者・障がい者と楽しむアートコーディネート実践

山口裕美子（障害者支援施設 東京都八王子福祉園 非常勤講師）

実践例を通して、地
域やボランティアとの
つながりのきっかけづ
くりなど、心の栄養補
給「アクティビティ デ
ィレクター」になるた
めのアイデア発想法や
心得を学びます。

高齢者・障がい者の
心が自然に動き、生き
る力につながるアート
コーディネートを体験
します。活動すること
の意味や、自己肯定感
を高める声かけなども
学びましょう。

動きを引き出す環境作りとリスクマネジメント

新田淳子（医療法人創健会 文京ひかりの里／作業療法士）
リハビリやアクテ
ィビティを、安全に
行うための環境作り
や、自主性の引き出
し方、生涯発達の視
点を学ぶとともに、
グループワークや実
技で体験します。

アクティビティ・ケアの行動計画

認知症の方へのアクティビティ・ケア

早期認知症のリハビリとしてアクティ
ビティを行っている通所リハビリテーシ
ョンの実践から、スタッフの特技を活か
したプログラムの組み立て方を学び、マ
イプログラムを持ち帰ります。また、独
自の評価スケールに基づいた効果測定法
や、アクティビティ・ケアを実践するた
めの具体的なスキルを学びます。

認知症の原因と症状について基礎か
ら再確認します。認知症の方を多くケ
アするデイサービスセンターの事例を
通し、認知症への理解を深めるととも
に、一人ひとりのストーリーを理解し
寄り添うためのポイントや、認知症ケ
アの最新事情を学び、アクティビテ
ィ・ケアにつなげましょう。

資格取得者の声

タイムスケジュール
（例） ４日間（各5時間30分）の受講と、課題の提出で認定されます

高橋芳雄（（医）川瀬神経内科クリニック 介護科 科長 ／介護福祉士／認知症予防専門士） 高橋克佳（認知症ケア研究所・デイサービスセンターお多福 統括管理者／看護師）

講座の間にアセスメント方法やアクティビティの効果測定などの実践課題があります。
10:00
11:00
12:00

１回目
アクティビティ・ケアの
福祉文化論
昼食休憩

13:00

動きを引き出す
環境づくりと
リスクマネジメント

14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・トイの
リハビリ活用術

10:00
11:00
12:00

２回目
高齢者・障がい者と楽しむ
アートコーディネート実践
昼食休憩

13:00
14:00
15:00
16:00
16:30

アクティビティ・ケアの
行動計画
現場での課題実践の説明

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

３回目

10:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践①

11:00
12:00

昼食休憩

認知症の方への
アクティビティ・ケア
昼食休憩

13:00

高齢者ケアデザインの
理論と実践②

16:00
16:30

４回目

14:00
15:00

美容福祉と
アクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア
実現のために

16:00
16:30

認定式

欧米諸国の高齢者福祉施設では「アクティビティ ディレクター」が重要な存在です。そして日本でも、理論とス

空き状況の確認

当センターではアクティビティについて学んでいただくために、３つのステップの講座を開催しています。

お申込み・ご入金 【パソコン・スマートフォンから申込みの方】

キルを持ち合わせ、芸術と遊びを中心とした生活介護をデザインできる専門家が必要です。

Step 1 初級講座
アクティビティ・ケアの基礎を学ぶ

アクティビティ
インストラクター

介護予防・要介護高齢者の芸術、文
化、遊び、スポーツなどのＱＯＬを高め
る「アクティビティ・ケア」についての
最新の基礎知識と、実践的なコミュニケ
ーションスキルを学ぶ講座です。

Step 2 中級講座
アクティビティ・ケアの実際を学ぶ

アクティビティ
ディレクター

アクティビティ インストラクター取得
者のための中級講座です。芸術や遊びを
中心としたケアを企画・実施でき、施設
のアクティビティサービスや在宅、介護
予防でリーダー的な人材を目指します。

アクティビティ・ケア
フォーラム ブロック大会

【FAXまたは郵送にて申込みの方】

①右ページにある申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは郵便でお送りください。
〈送り先〉 高齢者アクティビティ開発センター ／ FAX 03-3228-0699
〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 芸術と遊び創造協会
②郵便局に備え付けの青色の払込取扱票に必要事項を記入し、受講料をご入金ください。
〈郵便振替〉 番号：00100-1-387787 加入者名：高齢者アクティビティ開発センター
通信欄：講座名 受講日もしくは受講期

2022年3月13日
（日）岩手県盛岡市
他に北海道釧路市・熊本県熊本市など

2022年1月22日
（土）
・29日
（土）
オンライン開催

電話番号：03-3387-5461（木・日曜日、祝日以外の10：00〜17：30）

①「芸術と遊びらぼ」WEB（右のQRコードからもアクセスできます）から受講
希望のセミナーを選択し、ショッピングサイトからお申込手続きをお願い
します。
②クレジットカード、
コンビニ入金、銀行振込のいずれかで受講料をご入金ください。

Step 3 継続学習＆情報交換

アクティビティ・ケア
全国大会

セミナー受講をご希望の方は、お電話で空き状況をご確認ください。

３回目・４回目

高齢者ケアデザインの理論と実践

アクティビティ・トイのリハビリ活用術

生活の質の向上や、心地よい介護
テクニックとはどういうことか、具
体的事例に基づいたケーススタディ
ーを通して学ぶとともに、要介護者
本位のケアとは何か考えます。グル
ープディスカッションを通してケア
デザインの発想法や、高齢者の人生
のデザイン力を養いましょう。

高齢者の介護予防や心身の活
性化を目指すとともに、世代間
交流のコミュニケーションツー
ルにもなるアクティビティ・ト
イ。おもちゃを使って活動やリ
ハビリを提供する際のポイント
や、身体や精神面に与える効果
を学びます。

美容福祉とアクティビティ・ケア

アクティビティ・ケア実現のために

綿

祐二（日本福祉大学 教授／社会福祉法人 睦月会 理事長）

磯

佐野美惠子（美容福祉師／山野美容芸術短期大学 非常勤講師）

桂

忍（高齢者アクティビティ開発センター 主任研究員）

裕二（通所リハビリテーション鶴の園／作業療法士）

高齢者の美容を専門に活動する講
師から、お年寄りにもなじみの香り
が特徴の国産アロマオイルを使った
ハンドケアなど、現場で導入しやす
い美容ケアを学びます。実践を通し
て、高齢者が心地よく生活する環境
づくりや、利用者とのコミュニケー
ション術を養いましょう。

先輩アクティビティ ディレクター
がどのようにアクティビティ・ケア
を進めているかや、人生歴から考え
るケアの実践例、多職種連携のヒン
トなど、それぞれの職場に戻ってす
ぐにアクティビティ・ケアを開始す
るためのさまざまなアイディアを学
びます。

受講確定
受講資料の到着

お申込書と受講料のご入金の両方が事務局で確認できた時点で受講確定となります。
受講資料をお送りします。内容をご確認ください。

申込書はコピーして、お1人1枚ご記入ください。

セミナー受講・入会申込書
■注意事項

※欠席される際は、事前にご連絡をいた
だいた場合のみ、次回への振替が可能
です。詳しくは当センターに直接お問
合せください。
※会場や、カリキュラムの順番、講師は
変更になる場合があります。
＊初級講座「アクティビティ インストラクター」
と中級講座「アクティビティ ディレクター」を
同時にお申込いただくことも可能です。
＊芸術と遊び創造協会の会員の方は下記の金
額でご受講いただけます。
アクティビティ インストラクター 8,900円
アクティビティ ディレクター 71,500円

アクティビティ インストラクター（一般9,900円／会員8,900円）
アクティビティ ディレクター（一般76,500円／会員71,500円）

氏

名

ご連絡先住所 〒

年

月

日 通学（開催地

＊ご記入いただいた個人情報は第三者に提供
いたしません。

業種（該当に○）
3.介護老人保健施設
7.デイケアセンター
10.その他（

）
・オンライン

30期（2022年9月開講）

（ふりがな

ご入金金額
）

芸術と遊び創造協会

,

円

会員 ・ 未入会

都道
府県

E-mail
勤務先名

＊認知症予防専門士の当センター主催の研修
会での単位取得は年に４単位が上限です。

受講日

※アクティビティ インストラクターとディレクターを同時にお申込いただくことが可能です

＊ご送金の際の手数料等はご負担ください。

＊納入された受講料等は、理由を問わず払い
戻しはいたしません。
ご了承ください。

● 一緒に受講した多職種の方々との
交流も多く、同期の絆が深まった
ことも収穫の一つでした。
（Ｙさん・愛知県・音楽講師）

実際にアクティビティ・ケアを行っているプロフェッショナルから、アクティビティ・プログラムを組み立てるスキルや、一人ひとりの利
用者に合わせるためのヒントをたっぷり時間をかけて学びます。現場に戻ってアクティビティを実行するための計画力を養います。

お申込内容

３つの
ステップ

セミナー受講・入会お申し込み方法

● 2025年、団塊世代の方が対象にな
る中で、今回学んだアクティビテ
ィの手段が有効だと考えました。
（Ｉさん・福岡県・作業療法士）

P lanning 計画力 アクティビティの計画力・実行力を身につける

き り と り

要介護高齢者の生活の質を高める専門家養成

● アクティビティは暮らし全般にわ
たるという認識を深めました。多
彩な講師から実践に基づくお話を
聞け、自分たちも楽しくなるアク
ティビティ実践法を学びました。
（Ｈさん・千葉県・生活相談員）

電話番号
ご連絡先（該当に○） 自宅 ・ 勤務先
1.特別養護老人ホーム
2.有料老人ホーム
4.グループホーム 5.在宅介護 6.デイサービスセンター
8.病院
9.障がい者施設
）

職種（該当に○）
1.介護職員
2.介護福祉士
3.ケアマネジャー
4.作業療法士
5.理学療法士
6.看護師
7.生活相談員・生活支援員
8.ホームヘルパー
9.施設長・施設責任者
10.ボランティア
11.その他（

）

