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（2019 年度）
名称

第 2 回神戸吃音のつどい

日時

令和元年 12 月 14 日（日）13:30~16:30

場所

兵庫県中央労働センター 視聴覚室

主催

NPO 法人全国言友会連絡協議会（代表者 斉藤圭祐 担当者 関東ブロック理事 西尾優
人）

参加人数

約 50 名を予定

参加費

300 円

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
13:00-13:30 開場・受付
13:30-14:10 言友会の紹介とアイスブレイク

プログラム

14:10-14:40 当事者の体験談発表
14:50-15:30 グループトーク 1
15:40-16:20 グループトーク 2
16:20-16:30 まとめの会・閉会あいさつ

名称

第 3 回とやま吃音のつどい（本会後援）

日程

令和元年 12 月 1 日（日）13：30～16：30

会場

サンシップとやま研修室 601（〒930-0094 富山県富山市安住町 5 番 21 号）
・講演「吃音の『正体』とその治療方法」

内容

講師 横井秀明（言語聴覚士・なるみ吃音相談室）
・吃音当事者による体験談発表、グループトーク」等

対象

吃音当事者、家族、吃音児者の支援者（ST、教員など）
、吃音に関心のある方はどなたでも

定員

70 名

参加費

無料

主催

富山言友会

お問い合わせ先

高橋功治（TEL090-8099-2395）（富山言友会 会長）

名称

リッカムプログラム研修会

日程
会場

2019 年 10 月 12 日（土）～14 日（月）
（初修者研修）、
19 日（土）
（フォローアップ研修）
、20 日（日）（活動研修）
横浜インターナショナルスクール

主催

リッカムプログラムワークショップ実行委員会
オーストラリアで開発されたリッカムプログラムは、近年日本でも臨床を行う施設が現れ、
症例報告や研究発表も目にするようになりました。このプログラムは、行動療法に基づく幼
児の吃音治療プログラムです。
研修を受講することにより、言語聴覚士は吃音のある子どもたちの保護者に対し、日常の会
話環境において流暢性および吃音に関する適切なフィードバックを行い、治療目標と経過を
モニターする方法を教えられるようになります。
リッカムプログラムは吃音のエビデンスに基づく有効な治療法であるとの報告が数多くあ
ります。
研修は

詳細

1. これまでリッカムプログラムの研修を受けたことのない初めての方の３日間の初修
者研修
2019 年 10 月 12～14 日（土～月） 講習費４万２千円
2. 過去に日本または海外でリッカムプグラムを受けた方の種類の違う１日ずつの既修
者研修
フォローアップ研修 2019 年 10 月 19 日（土）講習費１万４千円
活動研修 2019 年 10 月 20 日（日）講習費１万４千円
があります。
詳しくは、研修会ブログをご覧ください。
リッカムプログラムワークショップ実行委員会 事務局 根津泰子 原由紀

名称

間接法による吃音訓練法研修会 －自然で無意識な発話への遡及的アプローチ－

日程

2019 年 9 月 28 日(土)・29 日（日）

定員

25 名（先着順）

対象

言語聴覚士

参加費

10,000 円（事前支払。振込先は申込後にご連絡）

講師

都筑澄夫（RASS 吃音研究会代表／都筑吃音相談室）

会場

日本福祉教育専門学校 高田校舎（東京都豊島区） ※学校へのお問い合わせはご遠慮くだ
さい。

詳細

http://rass.jp/for_st/information_kensyu.html をご確認下さい。

名称

学校と吃音（本会後援）

日時

令和元年 8 月 3 日（土）10:00~16:30

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

特定非営利活動法人きつおんサポートネットワーク

受講料

第 1 部のみ、第 2 部のみ 3000 円 全日程 4000 円

内容

第 1 部「学齢期吃音の指導」
第 2 部「学校における吃音支援」

定員

90 名

申込み方法

https://www.kokuchpro.com/event/kitsuon2019b/

お問い合わせ

info@kitsuon.or.jp

詳細

こちらの PDF ファイルをご覧ください。

名称

第 24 回言友会関東ブロック大会 in 千葉・柏の葉

日時

令和元年 6 月 8 日（土）13:00～、6 月 9 日（日）9:15～15:50

場所

さわやかちば県民プラザ 中研修室 1 他（3 階）
千葉県柏市柏の葉 4－3－1

内容

講演、話し合い、体験談、分科会など

対象

吃音者（言葉がどもる方）
、吃音児をもつ保護者、吃音問題に関心のある方

定員

90 名

主催

ＮＰＯ法人千葉言友会

協賛

ＮＰＯ法人全国言友会連絡協議会

参加費

全日程 2 日間：
（宿泊、懇親会、朝食付き）10,000 円
2 日間とも日帰り＋懇親会：3,500 円

1 日のみ：500 円

事前申し込みにて受け付け。（一日だけでも参加可）
申込み

https://chibag-y-k.jimdo.com/から。当日受付も可。
（全日程参加締め切りは 5 月 31 日、1 日のみもしくは宿泊なし、食事なしの日帰り参加は
6 月 5 日締め切り）

問い合わせ先

こちらの PDF ファイルをご覧ください。

・詳細等

名称

「吃音のある子どもをもつ親の座談会 2019」ランチョンセミナー with 長野県きつつきの
会

日時

平成 31 年 6 月 8 日（土）10:00～15:00

場所

大阪市立大学医学部付属病院 18 階 会議室④（大阪市阿倍野区旭町 1-5-7)
堅田 利明（関西外国語大学）

ゲスト

餅田 亜希子（東御市民病院）
大阪吃音親子の会
長野県きつつきの会

吃音のあるお子さん（幼児から大学・専門学校生まで）をもつ保護者の方（お子さんとご一
対象

緒の参加はできません）
、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、
育児・児童相談員、保健師、小児科・耳鼻咽喉科医など、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

主催
料金

大阪市立大学医学部耳鼻咽喉科（担当 阪本浩一）
無料（要申し込み）
。ただし、会運営事務費としてお 1 人 500 円を会場で徴収。参加には、
必ず事前登録が必要です。

詳細

こちらの PDF ファイルをご覧ください。

名称

伊勢・吃音のつどい（本会後援）

日時

平成 31 年 6 月 1 日（土）10:30～16:30

場所

いせ市民活動センター（三重県伊勢市）

主催

NPO 法人全国言友会連絡協議会（代表者 立川英雄）、三重言友会（代表者 濱田一夫）

定員

（午前の部) 30 名、
（午後の部）170 名

参加費

無料

参加人数

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（言語聴覚士、ことばの
教室の先生など）
、吃音に関心のある方。

申し込み

こちらより事前申し込みをお願いします。

詳細

こちらの PDF ファイルをご覧ください。

