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日本吃音・流暢性障害学会 広報を実施した研修会・講習会等（本会後援含む）アーカイブ（2018年度） 

 

名称 第 3回 わかやま吃音のつどい 

日時 平成 31年 2月 16日（土）13：30～16：40（13：00開場） 

場所 
和歌山市あいあいセンター 福祉交流館 3階 会議室 

（〒640-8226 和歌山県和歌山市小人町 29番地） 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会（代表 立川英雄） 

後援 和歌山市社会福祉協議会、和歌山県言語聴覚士会など 

参加費 無料 

参加人数 30名を予定 

お申込み 
info@zengenren.org （担当：斉藤） 

090-4199-3448 （担当：笠倉） 

  

名称 第 10回 成人吃音臨床研修会 in 和歌山 

日時 平成 31年 2月 17日（日）10：30～16：40（10：00開場） 

場所 
和歌山市あいあいセンター 福祉交流館 3階 会議室 

（〒640-8226 和歌山県和歌山市小人町 29番地） 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会（代表 立川英雄） 

後援 和歌山市社会福祉協議会、和歌山県言語聴覚士会など 

参加費 言語聴覚士 5000円、学生 1500円 

対象 言語聴覚士、言語聴覚士養成課程に在籍する学生など 

講師 吉澤健太郎（北里大学東病院） 

参加人数 40名を予定 

お申込み 

info@zengenren.org （担当：斉藤） 

電話 090-4199-3448 （担当：笠倉） 

FAX 03-3942-9438 

  

名称 第 16回「博報教育フォーラム」 

日時 平成 31年 2月 23日（土）12:30-18:30 

場所 日本工業倶楽部（東京都千代田区） 

  

名称 子どもの吃音のことが 1日でわかる講座（本会後援） 

日時 平成 31年 3月 2日（土）13:00-17:00 

mailto:info@zengenren.org
mailto:info@zengenren.org
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場所 ソレイユプラザなごや 研修室（地下鉄伏見駅徒歩 7分） 

主催 NPO法人きつおんサポートネットワーク 

受講料 当日 4000円（学生 2000円）、事前 3000円（学生 1500円） 

定員 50名 

申込み方法 https://www.kokuchpro.com/event/kitsuon2019/ より 

お問い合わせ先 info@kitsuon.or.jp  

  

名称 第 2回 わかやま吃音のつどい（本会後援） 

日時 平成 30年 12月 16日（日）13:00-16:40 

場所 
和歌山市あいあいセンター福祉交流館 3階会議室 

（〒640-8226 和歌山県和歌山県和歌山市小人町 29番地） 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会 

参加人数 約 30名を予定 

参加費 無料 

対象 
吃音のある人、吃音のある子どものご家族、吃音のある人の支援者、吃音に関心のあ

る方。 

プログラム 

13:00-13:30 開場・受付 

13:30-13:45 開会あいさつ・アイスブレイク 

13:45-14:00 言友会の紹介 

14:00-14:40 きつおんＱ&Ａ 

14:40-14:50 休憩 

14:50-15:20 体験談発表 

15:20-16:20 グループトーク 

16:20-16:40 まとめの会・閉会あいさつ 

連絡先 info@zengenren.org (担当：斉藤)  

  

名称 
日本言語聴覚士協会 平成 30年度 第 3回全国研修会（東京会場） 

「専門講座 3 幼児吃音の臨床 Update」 

日時 平成 30年 12月 9日(日) 10:00～12:00（受付 9:30～） 

場所 臨床福祉専門学校 講堂（東京都江東区塩浜 2丁目 22-10） 

定員 200名 

参加費 正会員 2,000円 準会員・学生会員 1,500円 会員外 4,000円 

講師 坂田善政（国立障害者リハビリテーションセンター学院 言語聴覚学科 教官） 

主催 一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

連絡先 以下の URLをご参照ください。 

https://www.kokuchpro.com/event/kitsuon2019/
mailto:info@kitsuon.or.jp
mailto:info@zengenren.org
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https://www.jaslht.or.jp/st_app/entry/information_article/id:959 

  

名称 第 9回 成人吃音臨床研修会 in 山梨 

日時 平成 30年 11月 11日(日)10:30-16:30 

場所 
山梨県地場産業センター かいてらす 大会議室(〒400-0807 山梨県甲府市東光寺 3-

13-25) 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会(代表者 立川英雄) 

参加費 言語聴覚士 5,000 円 学生 1,500 円 

対象 言語聴覚士、言語聴覚士養成課程に在籍する学生など 

プログラム 

10:30-12:00 講義:吃音の基礎知識 

12:00-13:00 休憩 

13:00-15:00 講義:吃音の評価・訓練・支援 

15:00-15:30 休憩 

15:30-16:00 吃音当事者による体験発表 

16:00-16:30 グループワーク 

申込み方法 メール（info@zengenren.org ）または電話（090-3863-4985） 

  

名称 第 2回 やまなし吃音のつどい 

日時 平成 30年 11月 10日(土)13:00-16:30 

場所 
山梨県地場産業センター かいてらす 大会議室(〒400-0807 山梨県甲府市東光寺 3-

13-25) 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会(代表者 立川英雄) 

参加費 無料 

対象 
吃音のある人、吃音のある子どものご家族、吃音のある人の支援者(言語聴覚士、こと

ばの教室の先生など)、吃音に関心のある方。 

プログラム 

13:00-13:30 開場・受付 

13:30-13:45 開会あいさつ・言友会の紹介 

13:45-14:30 講演「知っておきたい!吃音の傾向と対策 言語訓練編」 

14:30-14:45 休憩 

14:45-15:15 体験発表 

15:15-16:15 グループトーク 

16:15-16:30 まとめの会・閉会あいさつ 

申込み方法 メール（info@zengenren.org ）または電話（090-3863-4985） 

  

https://www.jaslht.or.jp/st_app/entry/information_article/id:959
mailto:info@zengenren.org
mailto:info@zengenren.org
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名称 
間接法による吃音訓練法研修会 RASS～自然で無意識な発話への遡及的アプローチ

～ 

日程 
2018年 10月 20日（土）10:00-17:20 

10月 21日（日）9:00～16:20  

対象資格 言語聴覚士 

定員 25名（先着順） 

講師 都筑澄夫（RASS吃音研究会代表/都筑吃音相談室） 

参加費 10,000円 

会場 

大阪保健医療大学（2号館） 

〒530-0043 大阪市北区天満 1丁目 17番 3号 

お問い合わせ RASS吃音研究会（旧 年表方式のメンタルリハーサル法研究会） 

  

名称 
「吃音のある子どもをもつ親の座談会」長野と大阪をつなぐ輪～ 心に響く、気持ち

を動かす吃音啓発の広がりにむけて～ 

日時 平成 30年 9月 23日（日）10時～15時 

場所 東御市総合福祉センター（東御市民病院隣 〒389-0502東御市鞍掛 197番地）３階 

ファシリテータ

ー 

堅田利明（関西外国語大学） 

餅田亜希子（東御市民病院） 

吃音親子の会（大阪） 

きつつきの会（長野） 

対象 

吃音のあるお子さんをもつ保護者の方（お子さんご本人とご一緒の参加はできませ

ん） 

幼稚園、保育園、学校の先生（吃音のあるお子さんを担当さ れていなくても構いま

せん） 

言語聴覚士、ことばの教室の先生、学級担任、指導主事、育児・児童相談員、保健

師、小児科・耳鼻科医師など、吃音の相談をされている、これから相談をされようと

している方 

※当事者（吃音のある方ご本人）の方を対象とした会ではありません 

主催 長野吃音のある子どもをもつ親の会「きつつきの会」 

参加費 無料 

内容 

吃音のある子どもを保護者だけでなく、保育士、幼稚園・小学校教諭、保健師、言語

聴覚士など、相談を受ける立場の方々とご一緒に、吃音について語り、聴き、学びな

がら理解を深め、吃音啓発の重要性について考えます。  

申し込み方法 往復はがきによるお申込みのみとなります。 

問い合わせ先 
〒389-0502 東御市鞍掛 198番地 東御市民病院 リハビリテーション科 餅田亜希

子 メール nagano.akikomochida@gmail.com  

mailto:nagano.akikomochida@gmail.com
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 名称 平成 30年度 吃音への理解と支援推進セミナー「吃音を知る、吃音とつきあう」 

日時 平成 30年 8月 25日(土) 9:30～12:00（受付 9:00～） 

場所 ナーシングケア寺田 地域交流スペース 

定員 50名（先着順） 

対象 
吃音のあるお子さんを持つご家族、幼稚園・保育園・学校の先生、言語聴覚士・こと

ばの教室の先生、吃音について興味関心のある方 

参加費 無料 

講師 

岐阜大学教育学部 特別支援教育講座 教授 村瀬 忍氏 

愛知淑徳大学教育学部 講師/山田病院小児リハビリテーション講師 板倉寿明氏（元

岐阜県本巣特別支援学校校長）  

プログラム 

9:00－9:30 開場・受付開始 

9:30－9:35 開会 あいさつ 

9:35－10:15 講演１「岐阜地域における吃音支援の現状と課題」村瀬先生 

10:15－10:30 休憩 

10:30－11:40 講演２「吃音当事者が語る本当に必要な支援とは」板倉先生 

11:40－12:00 質疑応答  

主催 医療法人和光会 山田病院 

  

名称 吃音検査法（第２版）講習会 

開催期日 平成 30年 8月 4日（土）10:00-16:00 

開催場所 全労会館（東京都文京区湯島 2丁目 4） 

プログラム 

1. 吃音検査法概論（担当：小澤恵美） 

2. 吃音検査法の評価（担当：坂田善政） 

3. 小グループによる演習 

チューター：小澤恵美、鈴木夏枝、酒井奈緒美、坂田善政） 

4. 学童の評価と指導経過、まとめ（担当：坂田善政） 

主催 吃音検査法研究会 

後援 学苑社 

参加人数 約 30名を予定 

対象 

以下の方々を優先させていただきます。 

①吃音検査法講習会を受講したことがない 

②現在、吃音指導・臨床に従事している 

③言語聴覚士の養成に関わっている 

参加費 4,000円 

申し込み方法 
メールにてお申込みください。 

emiozawa[@]hotmail.com 
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名称 第 2回福島吃音懇話会 吃音のある方、保護者の方へ～講演・座談会～ 

開催日時 平成 30年 8月 5日 10時～14時 

開催場所 福島県立医科大学 1号館 1階 第一カンファランス室 

主催 福島吃音懇話会 

講師 
南孝輔（全国言友会連絡協議会 副理事）、黒澤大樹（太田西ノ内病院 言語聴覚

士） 

料金 無料 

定員 約 30名 

対象 吃音のある方、吃音のあるお子さんの保護者、支援者（ST、ことばの教室の先生） 

内容 10時～12時 10分 講演、体験談発表、13時～14時 座談会 

申し込み・問い

合わせ先 

y-mori[@]fmu.ac.jp 福島県立医科大学 衛生学・予防医学講座 森弥生 

上記メールアドレスに参加指名、年齢、性別、所属（当事者、ご家族、ST、ことばの

教室教諭、その他など）、午前か午後、終日参加の有無を記載し、お申込みくださ

い。  

  

名称 愛知きつおんフォーラム in 名古屋 

開催期日 平成 30年 8月 5日（日）13:00-16:00 

開催場所 ソレイユプラザなごや 研修室（〒460-0008名古屋市中区栄一丁目 23番 13号） 

主催 NPO法人きつおんサポートネットワーク 

参加人数 約 90名を予定 

講師 羽佐田竜二先生（つばさ吃音相談室） 

受講料 無料 

対象  保育士、幼稚園教諭、学校教諭など。 

スケジュール 

13:00-13:10 開会挨拶など 

13:10-15:20 講演 「吃音のある子どもの自信を育む指導方法」 

15:20-15:50 パネルディスカッション 

15:50-16:00 閉会挨拶など  

問い合わせ先 
NPO 法人きつおんサポートネットワーク 

代表 横井秀明  info@kitsuon.or.jp  

  

名称 第 1回やまなし吃音のつどい 

開催期日 平成 30年 6月 23日（土）13:00-16:30 

開催場所 山梨県地場産業センター かいてらす 大会議室（西） 

mailto:info@kitsuon.or.jp
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主催 NPO法人全国言友会連絡協議会（代表者 立川英雄） 

後援 山梨県教育委員会、山梨県言語聴覚士会など。 

参加人数 約 30名を予定 

対象 
吃音のある人、吃音のある子どものご家族、吃音のある人の支援者（言葉聴覚士、こ

とばの教室の先生など）、吃音に関心のある方。 

参加費 無料 

問い合わせ 090-3863-4985（武村）zengenren@gmail.com  

  

名称 第 8回 成人吃音臨床研修会‐専門家と当事者の声から学ぶ基礎・評価・支援 

開催期日 平成 30年 6月 10日（日）10:30-16:30 

開催場所 ＪＭＳアステールプラザ内中区民文化センター4階 美術工芸室 

主催 NPO法人全国言友会連絡協議会 

後援 日本吃音・流暢性障害学会、日本言語聴覚士協会、広島言語聴覚士会  

定員 30名 ＊現職の言語聴覚士と、養成課程に通う学生が主な対象  

講師 横井秀明（言語聴覚士／さくら吃音相談室） 

料金 言語聴覚士 5000円、学生 1000円  

問い合わせ先 080-7059−3309（立川）zengenren@gmail.com  

  

名称 吃音のある子どもをもつ親の座談会 

日程 平成 30年 5月 12日（土）10:00-15:00 

会場 大阪市立学医部付属病院１８階 大阪市立学医部付属病院１８階 会議室 ④ 

ゲスト 
堅田 利明（関西外国語大学）・餅田 亜希子（東御市民病院）・大阪吃音親子の会・長

野県きつの会 

参加費 
無料（要申込）。ただし、会運営事務費として 1人 500円を会場で徴収させていただ

きます。 

  

名称 愛知きつおんフォーラム in 豊橋 

開催期日 平成 30年 5月 6日（日）13:30-16:30 

開催場所 豊橋市総合福祉センターあいトピア （〒440-0055 愛知県豊橋市前畑町 115） 

主催 NPO法人きつおんサポートネットワーク 

参加人数 約 100名を予定 

講師 田宮久史先生（ＪＡ岐阜厚生連久美愛厚生病院） 

受講料 無料 

mailto:zengenren@gmail.com
mailto:zengenren@gmail.com
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対象  保育士、幼稚園教諭、学校教諭など。 

スケジュール 

13:30-13:40 開会挨拶など 

13:40-15:50 講演 「吃音について園や学校にはたらきかける意義」 

15:50-16:20 パネルディスカッション 

16:20-16:30 閉会挨拶など  

問い合わせ先 
NPO 法人きつおんサポートネットワーク 

代表 横井秀明  info@kitsuon.or.jp 

 

mailto:info@kitsuon.or.jp

