
社会福祉法人  光友会

チャレンジⅡ
藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所

（藤沢市委託相談支援事業）チャレンジⅡについて

　藤沢市から社会福祉法人光友会が相談支援事
業の委託を受け、高次脳機能障がいに関するご
相談に対応しています。
　高次脳機能障がいの専門的な支援を行う神奈
川県総合リハビリテーションセンターと連携し
ながら、身近な場所で相談ができ、必要な支援
が受けられるような体制の整備を進めていく拠
点施設です。
　チャレンジⅡという名前の由来は、相談に来
られる方々の『第２の人生への挑戦をお手伝い
できるように』との願いが込められています。

JR 東海道線 辻堂駅北口 徒歩５分
神奈中バス  神台公園前 徒歩３分

アクセス

チャレンジⅡ

神台公園前

※専用の駐車場はございません。
   公共交通機関をご利用ください。

社会福祉法人　光友会
藤沢市高次脳機能障がい者相談支援事業所

チャレンジⅡ

住所    藤沢市辻堂神台１－３－39
タカギビル３階　　

電話    ０４６６－９０－５６７２
FAX    ０４６６－９０－５６７３
メール　 challenge2@lfa.jp   
開所時間　月～金曜日　　　　　　　　　

　　（土日祝・年末年始休み）
９：00～ 17：00

光友会ホームページ　http://www.lfa.jp　
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　高次脳機能障がいは、脳卒中や脳外傷などが
原因で脳が損傷したことにより生じる症状です。

見た目では分かりづらく、当事者が自分の状況
に気づきにくかったり、周囲から理解されにく
いこともあり、必要な支援が受けにくい状況に
あります。

　下記のような症状に心あたりはありませんか？

すぐに忘れてし
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集中できな
い

やる気が起きない

段取りが
悪い

人や物によくぶつかる

人付き合いが
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道に迷ってしまう

※原則無料です。訪問でのご相談の際は、
　交通費がかかる場合があります。

電話で

相談日を予約

予約した相談日

に来所・訪問
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退院支援

福祉サービス

の利用援助
障がい者手帳や

障がい年金の申請

症状に応じた

接し方

日中の過ごし方

高次脳機能障がいについて チャレンジⅡの４つの事業

　   相談支援事業
高次脳機能障がいの方の暮らしのこと、仕事のこ

と、将来のことなどのご相談に対応します。必要

に応じて神奈川県総合リハビリテーションセンター

と連携します。

対象
　藤沢市内在住の高次脳機能障がいのある方

　及びそのご家族・関係機関

開所時間
　月・火・木・金（祝日・年末年始休み）
　9:00～ 17:00

相談方法

1 　   日中活動支援事業
当事者同士、家族同士で集まって日頃の悩みや

思いを話し合ったり、情報交換をします。

開催日時
　当事者向け

　　原則第１水曜日　14:00 ～ 15:30

　家族向け

　　原則第３水曜日　13:00 ～ 14:30

内容
　情報交換、勉強会、余暇活動など

料金
　原則無料  ※内容によっては実費負担

2

　   ネットワーク構築事業
高次脳機能障がい者の地域生活を支える体制づ

くりを目指して、医療・福祉関係機関等と連携

を図ります。

情報交換や課題整理に役立てるように多職種で

の事例検討を行います。

3

　   普及・啓発事業
高次脳機能障がいに対する正しい知識を普及す

るため、地域の集まりや事業所に出向いて講座

を行います。

（講座の時間や内容は応相談）
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