
7.17は「理学療法」の日
20227.1 8.31金 水

理学療法
フェスタ
理学療法
フェスタ参加

無料

理学療法士は、あなたの生活のサポーターです。

お問い合せ（公社）神奈川県理学療法士会  Tel.045-326-3225／E-mail:koekijigyosuishin@pt-kanagawa.or.jp

申し込み方法

QRコードまたはホームページからお申し込みいただけます。
なお、定員になり次第締め切ります。

個人情報のお取り扱い

申し込みで頂いた個人情報は
使用目的以外での使用は致しません。

お問合せ先

 （公社）神奈川県理学療法士会
Tel.045-326-3225

メールアドレス：koekijigyosuishin@pt-kanagawa.or.jp

◉ I N F O R M A T I O N ◉

7月23日（土）  10:00 〜 11:30（受付開始 9:30 〜）

《会場》 オンライン開催

公開講座『介護予防キャラバン』
講演 『  生活のなかで取り組む介護予防』
講師 安藤雅峻／北里大学医療衛生学部

《会場》 県内リハビリテーション施設数カ所

理学療法見学会
（理学療法士を目指している人向け）
県内リハビリテーション施設での理学療法業務の見学・相談
7 月末～ 8 月

○主催：（公社）神奈川県理学療法士会  http://www.pt-kanagawa.or.jp
○後援〈申請中〉
　神奈川県　神奈川県医師会　神奈川県病院協会　神奈川県医療専門職連合会　神奈川県社会福祉協議会
　神奈川県高齢者福祉施設協議会　神奈川県教育委員会　神奈川新聞社　 　

7月30日（土）  10:00 〜 11:00（受付開始 9:45 〜）

《会場》 オンライン開催

スポーツ傷害セミナー
講演 『  姿勢とスポーツ障害との関係』
講師 田村将希／昭和大学スポーツ運動科学研究所　理学療法士

6月26日（日）  11:30 〜 15:00

《会場》 新都市プラザ（そごう横浜店入り口前広場）

理学療法フェスタ 2022 キックオフイベント
実施内容  理学療法についてのパネル展示など

8月7日（日）  13:00 〜 15:30（受付開始 12:30 〜）

《会場》 オンライン開催

療育セミナー
講演  『健やかに育て！ こどものフィジカル！』
講師  横山美佐子／北里大学　医療衛生学部リハビリテーション学科 

粕山　達也／健康科学大学　健康科学部理学療法学科

申し込み先

「スポーツ傷害セミナー」  

「公開講座　介護予防キャラバン」  

「療育セミナー」  

「理学療法見学会」  

ホームページ：http://www.pt-kanagawa.or.jp/  



療育セミナー

講演： 健やかに育て！ こどものフィジカル！
お子さんの「からだ」と「運動」で気になることはありますか？私たち理学療法士は、こどものからだと運動の専門家です。皆様と一
緒に、こどもの成長と発達を支援していく 1人でもあります。
最近、こどものからだの問題や、こどもの運動の不器用さが、メディアでも取り上げられるようになりました。学校では運動器検診が
はじまり、こどものロコモシンドローム（運動器機能不全）として、こどものからだと運動の認識が広がっています。また日常生活に
支障があるほどの運動の不器用さは、発達性協調運動症といわれ、医療・教育・福祉の現場で認知されています。様々な理由で、こど
もたちはからだや運動の不器用さで困っており、大人たちへサインを送っています。
こどもたちのからだが健やかに育つために、私たち大人ができることは何でしょうか。本セミナーでは、「乳幼児期」と「学齢期」の
こどものからだと運動に詳しい講師陣をお呼びいたしました。こども達のからだと運動について一緒に考えましょう！

理学療法フェスタ2022　キックオフイベント

理学療法についてより多くの方に知っていただくことで、皆さんの健
康にもっと貢献したい、そのような願いの詰まった「理学療法フェスタ
2022」最初のイベントです。理学療法について知ってもらえるように
パネル展示などを実施します。また、7月〜 8月に開催する「理学療法
フェスタ2022」の情報も満載です。

今回の介護予防キャラバンは、「生活のなかで取り組む介護予防」と題し、介護予防が重要となる背景や、生活のなかで取り
組むことのできる介護予防の実際についてお話しします。年齢を重ねるにつれて、“住み慣れた地域で自立して生活するた
めの能力を保つこと ”（=介護予防）の重要性が増していきます。介護予防をより効果的なものにするには、お一人おひとり
が、日々の生活のなかで実践・継続することが何よりも大切です。講演の中では、ご自身でも行えるカラダ＆生活チェックや、
基本的な運動方法についてもご説明したいと思います。介護予防の基本について知りたい方、おさらいをしたい方は、ぜひ
ご参加ください。

日　時 2022年6月26日（日）
11:30～15:00

会　場 新都市プラザ
（そごう横浜店入り口前広場）

実施内容 理学療法についてのパネル展示など

●横浜駅　徒歩5分

公開講座　介護予防キャラバン

介護予防キャラバン 生活のなかで取り組む介護予防

講　演 ■講師
安藤　雅峻 北里大学医療衛生学部

日　時 2022年7月23日（土）
10：00 ～ 11：30（受付開始9：30 ～）

開催形式 オンライン開催

参加費 無料 定　員 50名

講　師 横山美佐子 北里大学　医療衛生学部リハビリテーション学科
粕山　達也 健康科学大学　健康科学部理学療法学科

日　時 2022年8月7日（日）
13：00 ～ 15：30（受付開始12：30 ～）

開催形式 オンライン開催（アーカイブ配信あり） 参加費 無料

対　象
こどものからだと運動に関心のある方々
（子育て中のご家族、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、児童発達支
援・放課後等デイサービスに関わる職員、理学療法士等のリハビリテー
ション職種、学生等）

定　員 100名

申し込み方法 右記QRコードより
Googleフォームで情報入力 申し込み締め切り 2022年7月9日（土）

申し込み方法 右記QRコードより
Googleフォームで情報入力 申し込み締め切り 2022年7月23日（土）

申し込み締め切り 7月20日（水）

スポーツ傷害セミナーオンライン

講演： 姿勢とスポーツ障害との関係
＜講師より＞
人の姿勢は、その時々の生活状況や、心身の調子などによりさまざまに変化します。小さな変化は、自分自身では気が付きに
くいものです。しかし、小さな変化の積み重ねで、いつの間にか猫背になっていたり、膝が曲がっていたりすることがあります。
このような悪い姿勢で、スポーツを継続していくと、関節に大きな負担が生じていることがあります。このような姿勢変化が
どのようにスポーツ傷害（障害）に影響してくのかを解説し、どのように予防・改善していくのか？について簡単な運動の紹
介をしたいと思っています。
スポーツを行っている学生さんや、スポーツ現場で指導に当たっている監督・コーチ・保護者の方々、スポーツ愛好家の方々
など、様々な方のご参加をお待ちしております。

講　演 ■講師 田村将希 昭和大学スポーツ運動科学研究所

日　時 2022年7月30日（土）
10：00 ～ 11：00（受付開始9：45 ～）

開催形式 オンライン開催

参加費 無料

定　員 200名
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