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2016 年 8 ⽉吉⽇ 

会員関係各位 

2016 年度 DebRA Japan 全国交流会のご案内 

	

	

 暑い季節が続いていますが、皆様⽅にはお元気でお過ごしのことと思います。 
 さて、すでに告知しておりました通り、第 10 回全国交流会 2016 を下記の通り、開催い
たします。概要と参加申込書をお送りいたしますので、ご確認の上、お申込み願います。 
 今年の全国交流会は、DebRA Japan 関東⽀部と神奈川家族会の皆さんが実⾏委員とな
り、また、今春、念願の司会業でプロデビューした北海道在住の⽯井真⾥奈さんが初参加。
テーマ『みんなが主役』を実現するため、プログラムでは専⾨医の新熊悟先⽣はもちろん、
参加者⼀⼈⼀⼈が⾃分の気持ちを声に出し、課題を⾒出し、新たな⼀歩を踏み出す機会と
なればと思います。さらに、⼦供達が主役のキッズ・チャリティマルシェ、交流パーティ
では、恒例の平和を守る正義の仮⾯ヒーローショーなど、楽しさ満載の２⽇間です。 
 患者と家族、医療者と⽀援者、そして誰も気軽に学び、語り、考え、そして何より、⾃
分たちの⼒で病気と闘う⾟さを勇気に替える、誰もが主役になる時間をつくりましょう。  
 ⼀⼈でも多くの皆様のご参加とご協⼒をお願い申しあげます。 
	  

記  
●名 称：第 10 回 DebRA Japan 全国交流会 2016 in 神奈川  
●日 時：2016 年 11 月 26(土)、27(日) 13:00 開演 1泊 2日宿泊レクリエーション        
●会 場：オーシャンリゾートホテル『マホロバ・マインズ三浦』 別館 10 階 大会議室ほか  
      〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田 3231  
●対 象：友の会会員家族、医療従事者、支援者、関心のある方、ボランティアの皆様  
●内 容：医療講演、体験発表、ワークショップ、交流パーティ、意見交換、相談会など。 
●申 込：参加申込書に必要事項をご記入のうえ、9月 30日(金)までに FAXかメール、
郵送で返信願います。メール文のみの申し込みは、行き違いや内容確認に時間がかかりま
すので、必ず、参加申込書を返送してください。 
 
●会員家族の宿泊について 
・今年の参加費では、会員家族に対し、その一部を友の会で助成します。 
・宿泊は、「マホロバ・マインズ」本館となります。部屋数は子供を含め 30 家族 50 名前後の人数を想定して確保して
おり、可能な限りの対応をしたいと思いますが、すべてのご希望に添えない場合には、あらかじめご了承ください。 
●非会員、および介助者について 
非会員および家族以外の介助者が宿泊される場合は、ご相談願います。当日、入会手続きをしていただけましたら、会員
と同じ参加費とさせていただきます。宿泊なしの参加も可能です。 
 
主催責任者：NPO 表皮水疱症友の会 DebRA Japan 代表理事 宮本恵子 
実行委員（幹事）：神奈川家族会・望月康博／関東支部・田中敏典（栃木県）、松本陽子（千葉県） 

サポートパートナー：愛の難病支援基金スタッフ（NPO 法人日本全国志士協義会）  
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 ●11月 26日（土）   会場：「マホロバ・マインズ三浦」別館10階 1023会議室 

 ●キッズマルシェ（別館 10 階⼩会議室〜⼦供たちが主役のチャリティ展⽰） 

26 ⽇ 13:00〜 

  

オリガミツリー、⼿作り⼯房、便利品展⽰コーナー 

ミニゲーム・チャレンジしよう！ 

キッズマルシェ 

（別館 10F ⼩会議室） 

※	必要な飲食、医療材料・衣服やオムツ等の替えは、各自ご用意ください。 
※	ボランティアは、あくまでも見守りで託児の専門ではありませんのでご了解のうえお預けください。 
※	体調が悪くなった場合や授乳など、休憩用のお部屋を用意しています。 

 

●	２日目（11月 27日／日曜日）      会場：マホロバ・マインズ三浦別館10階 

 ※プログラム内容と進行については、予告なく変更することがありますので、ご了解願います。 

8:00～9:50  

 
10:00～12:00  

12:00～14:00    

朝食（バイキング）、宿泊者はチェックアウト   本館１F 
レストラン（花かづら） 

談話会「いのちとからだを考えよう」 
フリートーク＆昼食。閉会・解散。	

別館 10F 会議室 

  ※10:00 実行委員運営会議  13:00 開演（ 12:00 受付開始） 
① 13:00 開会あいさつ：望月康博（実行委員長） 
② 13:10 代表あいさつ：宮本恵子（DebRA Japan 代表） 
③ 13:20 感謝式：寄付金の贈呈式と感謝のお手紙をお渡しします。 
④ 13:30 医療講演：『表皮水疱症の患者として、医療者として』 

  新熊  悟 先生(北海道大学大学院医学研究科皮膚科学分野・皮膚科医) 
⑤ 14:00 当事者の声：共通するテーマごとに、体験者が語り合います。  

 
 

     ・夢を叶えるために出来ること、出来ないこと   
⑥ 15:00 休憩  『キッズマルシェでチャリティ参加』 

・ ⼦供達の⼿作り品や、参加者の持ち寄り品をチャリティ販売します。 

・ ⼦供達の絵や書道作品、オリガミツリーや便利グッズなどを展⽰します。 

・ EB 向け各種製品展⽰コーナー（直接⼿にとってお確かめください） 

⑦ 15:45 ワークショップ：暮らしの不便 EBあるある体験～身近に役立つもの対策 

⑧  
⑨ 18:00~20:30 交流パーティ（会場・本館１Fロイヤルサロン大和） 
⑩ 21:00 ナイト談義（自由参加） 
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「マホロバ・マインズ三浦」会場アクセス 

本館玄関        別館玄関        本館・別館玄関前に無料駐車場 
 
 
 
 
 
 

別館 10 階大会議室（1023 号室）会場眺望     本館交流パーティー会場 本館宿泊部屋 

 

● 品川駅京急線〜三浦海岸駅約 64 分・・・マホロバマインズ三浦まで無料送迎バス約５分	

羽田空港〜 ・・ ・・

● 三浦海岸駅からマホロバマインズ三浦まで徒歩約６〜８分	 	

● 別館前、本館前に、無料駐車場 200 台完備	

別館 

本館 
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HOPE project for cure and care of EB  

 

今年から DebRA Japan の EB ハウス計画に向け、 

チャリティマルシェを開催します。 

情報のない稀少難病にとって、全国のどこに⽣まれ、育っても、明⽇の安
⼼と希望が得られる拠点があることは、孤軍奮闘するしかない在宅ケアに
あって、なにより必要で不可⽋の拠り所です。 
しかし、その実現には、⼈材、場所、運営計画、物資などの資⾦対策が⼤
きな課題となります。そこで、まずは準備段階となる、調査や計画着⼿、
社会への理解と啓発をスタートさせます。そのための資⾦作りとして、ま

ずは皆様の⼿作り作品や寄贈品などを、全国交流会にご提供ください。皆様のご協⼒とご参加を⼼
よりお願いいたします。当⽇、持ち寄ってくださっても構いませんし、下記事務局に送っていただ
いても構いません。オリガミ、寄贈品とも、いずれも、事前にご⼀報願います。 
まずは、この⼀歩から、始めましょう。 
●送り先  〒001-0038 札幌市北区北３８条西５丁目１−４０−８０３ 

        NPO 法人表皮水疱症友の会 DebRA Japan 行  email:debrajapan@gmail.com 

表⽪⽔疱症のこどもたちをはじめ、 
病気に関わる全ての⼈たちが 
クリスマスをみんな元気な笑顔で迎えられるように 
クリスマスを誰もが⼼安らかな気持ちでつながるように 
⼼をひとつに、願いを込めて、 
⼀緒に、オリガミを折りましょう。 
みんなが、みんなの幸せを祈って作りましょう。 
家族と、友⼈と、仲間と、隣にいてくれる⼈と 
2016年最⾼のオリガミツリーをつくりましょう。 
みんなの思いをこめた⼿作りのオリガミツリーで、 
みんなの祈りを叶えましょう。 
たくさんの⽅々のご協⼒をお願いいたします。 
 

去年の栃木大会のオリガミツリー	
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全国交流会 2016 in神奈川	 参加申込書    

    □ 交流会参加の場合     会員 4,000 円/人（中学生以下無料）・非会員 5,000 円/人               
       □ 交流会＋宿泊の場合    会員 8,000 円/人（中学生以下無料）・非会員 10,000 円/人        
        □ 講演、または２日目のみ 会員は無料、非会員 1,000 円/人                      

   ※ご参加する項目にチェックしてください。 

	 	  

■	宿泊について 
1. マホロバ・マインズ三浦の部屋は、2LD,３LD のコンドミアムタイプになります。 
2. 部屋数確保の都合上、宿泊定員が 50 名程度。申し込み受付終了後、希望等を優先し、事務局

にて、家族単位で振り分けさせていただきます。 
3. 館内に車椅子用のトイレはありますが、車椅子対応のお部屋はありません。 
4. 宿泊申込数によっては、宿泊及びご希望に添えない場合があることをご了承ください。 
5. 駐車場は、来場者、宿泊者のいずれも、すべて無料で利用できます。 
6. 宿泊される場合、すべての方の年齢と、お子様の場合、添い寝、食事の有無をお書きください。 
7. 友の会にご入会頂きますと、会員価格にて参加頂けます。 交流会当日の会員登録も可能です。  
8. 参加費の中に「神奈川県社会福祉協議会の行事保険」の費用が含まれます。  
9. 参加費は当日、徴収させて頂きます。 
10. 申込み後のキャンセル料は、3日前まで 30％、前日 50％、当日 100％となります。 
	

ふりがな	

代表者氏名	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		（年齢	 	 	 ）	

連絡先（緊急用）	

ご住所	 	 交通手段	 □自家用車		□公共機関	

	

同伴者	 お名前	 ふりがな	 年齢	 添い寝	 車椅子有無	 食事有無	

	 	 	 	 	 	

      

      

      

      

お部屋やお食事内容、介助等ほか、 

特に要望があればご記入ください。 

 

⬜ ︎ベッド希望	 ⬜ ︎和室希望	 ⬜ ︎いずれでも可 

⬜ ︎移動介助等（ 

⬜ ︎アレルギー・固形食等（ 

質問・ご相談がありましたらお書き下さい。

出来るだけ対応いたします。 

交流会へのご要望もありましたら遠慮なく

お書き下さい。 

 

FAX：011-726-5170   E-mail：debrajapan@gmail.com 


