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あなたの声に応えます

BY ぽっちゃん

一般就職への道
〜ぽっちゃん的転職大作戦！！の巻 その１〜
皆さん、こんにちは。私は生まれつき骨が折れやすい病気（病名：骨形
成不全症）で、豊田市の民間アパートでひとり暮らししている電動車いす
使用の“ぽっちゃん”と言います。小さい頃は、年４回ぐらい骨折してい
ましたが、今では５年近く骨折していないと思います。
毎日、朝・夕・夜と色々なヘルパーさんに来ていただいて家事援助、身
体介護、移動支援などをお願いしています。
平日の昼間は、【身体障害者通所授産施設（※1）】で印刷関係のお仕
事をさせていただいています！…と、前回紹介していましたが、実は私、
今年の２月から一般就職を致しました！！やったぁ〜 ＼（＾０＾）／ ワ
ーイ
そこで、それまでの思いや経緯を３回に分けて、お話させていただきた
いと思います♪
※１【身体障害者通所授産施設】とは・・・
障害などで雇用される事の困難な、何らかのハンディキャップを有する人が、一人一人の個性や能力に
合せて職業的な訓練をし、併せて自立生活のための努力と、それを実現するために仕事や作業をして収
入を得ている施設（前の職場のホームページより抜粋）

▼まずは、『生い立ち』！？

▼通所授産で仕事してからの私

岡崎養護学校高等部卒業後、豊田市にある身体

電動車いすに乗りはじめたのは、通所授産で働

障害者通所授産施設（以下、「通所授産」と略）

きはじめてからでした。私以外に色々な障害を持

へ。

っている方や尊敬する先輩が働いていたので、そ

10 年以上前は、社会的にも車いすの人が外に出

こで色々な事を学びました。『仕事とは？』『仲

ると偏見を持ってみられたり、今ほど街もバリア

間意識とは？』『電動車いすで色々な所へ行ける

フリーではありませんでした。

よ！』『色々な考えを持った人がいる事』などな

それに、体が今よりすごく弱かったし、学生時

ど。そのお陰で、学生時代の弱々しい私から脱出

代の友達は遠方に住んでいるため、学校以外では

し、今の自分がいるのだと思っています♪

ほとんど家から外へ出ていませんでした。更に難

通所授産では 12 年以上働いたのですが、ここ

聴もプラスして、余計に対人との付き合い方が下

での時期が１番、人生経験が豊富になったし、青

手だったのかもしれません。

春していました。（笑）

なので、通所授産の施設長さんとの面接の時、

電動車いすに乗って一人でも遠くまで外出が出

緊張と何をどう話していいか分からず、今となっ

来るようになったし、ライブ友達が出来て、東京

ては笑い話なのですが、当時は苦い経験をしまし

などへ一緒に追っかけをしたり、友達と飲みに行

た。

ったり、仕事しながら専門学校へ行く事、彼氏が
初めて出来てデートしたり、仕事しながらひとり
暮らしが出来た事などなど。常にやりたい事に挑
戦し、気付いたら昔の自分ではとても考えられな
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▼と言っても、どうしていいやら・・・

い行動力を持っていました。（苦笑）
そのお陰で（？）、私のお母さんはいつも私の

私みたいな重度身体障害者だと障害者雇用があ

身勝手な行動に振り回されていましたが（自爆）、
今となっては良き理解者であり、応援してくれて

ったとしても、『本当に雇ってくれるのかな？』
と不安に思っていました。

いてすごく感謝しています☆

特に私の場合は、建物の問題とトイレ介助の問
題と体力の問題があったので、余計に『ワガママ

▼気持ちの変化

な私の願い（トイレ介助と仕事の時間の優遇）が
叶う仕事先って、本当にあるのかな？』『まった

いずれ一般就職したいという気持ちは昔からあ

く知らない職場の人（健常者）の中で、障害者は

りました。

私だけだったら、風当たりがキツイのでは？』『体

実際に専門学校へ通ったり（詳しくは、第 86

調を崩した時、理解してくれるのかな？』と数々

号（2007 年 2 月 20 日発行）「私はこうして専

の不安と葛藤がありました。

門学校へ通っています」を読んで下さいね♪）、

それ以外に困っていた事と言えば、通所授産の

少しでも一般就職への道に近づけられたらいいな

職員さん達は、今ほど利用者のために一緒になっ

ぁと思っていました。しかし、これほど強く『一

て就職活動してくれる雰囲気は、厳しく言うと殆

般就職したい！！』思ったのは、これがキッカケ

ど感じられませんでした。（『障害者雇用』と騒

だったのかもしれません。

がれ出したのも、ここ最近だし…）

そのキッカケとは、昨年４月にスタートした障
害者自立支援法の関係で通所授産だと仕事して稼

▼目線を変えてみたら・・・

いでも、福祉施設利用料を支払わないといけない
ため、去年の２月頃から本当にこのままでいいの

そんな時、確か去年の３月頃、私が１年以上も

かな？と、色々と悩んでいました。

逆まつげとアレルギー性結膜炎（けつまくえん）

それにひとり暮らししているため収入が減るの

で患者として通院している、かかりつけの眼科の

も困るのですが、やはり、やりがいを持って仕事

先生が中心となって「新しく有料老人ホームと眼

したいと思っていたので、これでは自分としては

科を建設する」という情報を知りました。

仕事として納得がいかない！！という強い思いか

その時は『この病院、確かに 40 年の歴史があ

ら『よし、通所授産を辞めて、転職（一般就労）

るから老朽化しているよね〜。これで段差なく通

するしかない！！』と思いました。

院が出来る訳だし、待合室も広くなるだろうから
嬉しいな♪』と思っていました。（笑）
でも、よく考えたら『新しく有料老人ホームも
出来るという事は、有料老人ホームの方では働く
人を募集するのだろうな。それに新しく立ち上げ
るから、働く人達も皆一緒のスタートラインに立
てるから安心かな？』と頭の中によぎりました。
だとしたらバリアフリーだし、家から電動車い
すで 15 分で通えるから、今までの通所授産へ通
うのとほとんど変わらないからいいなぁと思いま
した。
そして何より、かかりつけの眼科の院長先生は
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私の事を知っているから、『ほんの少しだけでも
理解や可能性はあるのかも？』と勝手な妄想をし

・・・次号へつづく

ていました。（汗）
今回は、ここまでにしておきます。

その旨を通所授産の中で、一番真剣に就職活動

「えー？もっと知りたい！！」ですか？次号ま

に対して相談に乗ってくれそうな職員さんに相談

で楽しみに（？）待っていてくださいね。

したら、『自分の人生だから自分で決めなさい。
ここの仕事については気にしなくていいから。ま
ずは自分で出来るだけ就職活動してみてごらん。
バックアップするから大丈夫だよ。』と背中を押
してくれました。

▼自分で出来る就職活動を自分なりに考え
てみたら・・・
去年の８月から有料老人ホームで働きたい人へ
一般募集する情報を耳にしたので、その前（７月
上旬）にダメもとで診察の時に、眼科の院長先生
に手紙を書いて手渡ししました。（診察の時に手
紙を渡すのは、凄く失礼かな？と思ったけど、眼
科の院長先生は多忙なため、直接渡せる方法がこ
れしか手段が思い浮かばなかったのです！！）
それに、一般募集で応募したら確実に負けると
思ったので。
ちなみに手紙の内容を簡単に紹介すると、

・ 忙しい中、段差などを介助してくれてあり
がとうという気持ち
・ 新しく出来る有料老人ホームで事務仕事
等があれば、働かせてほしい事
・ 障害者自立支援法の影響で仕事のやりが
いを感じられなくなってきてしまった事
や収入が少なくなるとひとり暮らしの生
活費が苦しくなってしまう事

など、自分の強い思いを書きました。
その結果、院長先生から思いがけない答えが返
ってきました！！
それは・・・。
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ノンステップバス体験談

BY いづみ

『ノンステップバスで出かけよう』
チャレンジしたいと思っている皆さんへ
〜失敗体験から学ぶ 1〜
みなさん、こんにちは。アクセス担当のいづみです。（頸髄損傷、手
動と電動車いす使用）
今回は、「名古屋市のノンステップバスに初めて乗ろうとチャレンジ
したけれど、失敗続きだよ〜」というＨさんの話から、ノンステップバ
スを利用するための様々なポイントについて書いてみました。

★ １度目のチャレンジ
「時刻表の見方が分からない」

で行けたりするところが魅力的ですね♪
Ｈさん：でも、私はなかなかうまく乗れません

Ｈさん：電動車いすに乗っています。３年ぐら

でした…。まず、バス停で時刻を調べ、ノン

い前まではリフトカー（名古屋市制度のリフ

ステップバスが来るのをワクワクして待って

ト付きタクシー）や自宅から電動車いすで 30

いました。来たっ！と思ったら、ステップの

分以上かかる地下鉄をよく利用していまし

あるバスだったんですよ。予期せぬ出来事で

た。雨の日や寒い日は 30 分走るのがとても

した。他のお客さんたちは、どんどんバスに

つらかったです。おまけに最寄り駅は、エレ

乗っていくし、私は焦りました。運転手さん

ベータがなかったので、地上からホーム間へ

に、「ノンステップバスはいつ来ますか？」

の移動は、エスカレータを利用しました。ま

と聞くと、「わからない」という返事。でも、

た、よく行く目的地までは途中で乗り継ぎも

運転手さんは「バスに乗るの？」と聞いてく

あり、不便でした。ですから、「地上からそ

れました。「親切な運転手さんだなぁ、でも、

のまま乗れて、乗り換えなく行けるノンステ

手動車いすではなく電動車いす（重い）に乗

ップバスが近くを走る」と聞いたとき、バス

っているのがわからないのかなぁ」と思い、

停までは 30 分かかるけれど、もう、すごく

「いいです」と言って、結局そこから 10 分

うれしかったです。

ぐらいの地下鉄駅まで電動車いすで走りまし

いづみ：分かります、その気持ち。車いすを利

た…。あとで友だちに聞いたら、「ノンステ

用している私たちにとって、地下鉄駅での乗

ップバスが走る時刻を調べなきゃ」と、もの

り継ぎやエレベータのない駅を利用すること

すごい事実を知りました。

は、労力と気を遣いますね。電車の乗降にス

いづみ：ノンステップバスが停まるバス停とい

ロープが必要な時やエスカレータを利用する

っても、その系統として走っているバスがす

ことになる時は、その都度駅員さんの手を借

べてノンステップバスのところと、そうでな

りる必要があったり、構内の移動に距離があ

いところがありますね。他のバスと混合運行

り、エレベータへの乗降も含めて時間がかか

の場合、時刻表の上の方に『×＝ノンステッ

るので、思いの外、時間のロスがあったり。

プバス』など印の読み方と、時間の横に○印

その点バスは、地上と地下を行き来する労力

や△印や×印が付いていたり、または時間が

が要らなくて、目的地近くのバス停まで 1 本

□で囲われていたりします。例えば、この時
-4-
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刻表は、ノンステップバスの時刻に「×」印

すね。私も同じような経験をして、電動車い

がついています。確かに、知らないと分かり

すで最寄りの地下鉄駅まで迷いながら走った

づらいですよね。

こともありますよ。自分の力で調べて行動し
てみて、成功したり失敗したりして経験を重
ねて行くことも大切だと思います。
Ｈさん：今街に出るとノンステップバスがバン
バン走っているんですよね。私も利用したい。
またチャレンジしようと思っています。バス
の乗り継ぎはまだまだ遠い話ですが。
いづみ：名古屋市には「市バス・地下鉄テレホ
ンセンター」(※1)があり、ここに電話をすれ
ば、必要な情報が得られます。例えば、「○
○病院から自宅の最寄りの○○バス停までノ

★ ２度目のチャレンジ
「○○経由××行き って何？」

ンステップバスは走っていますか？」「その

Ｈさん：しばらくは不便な地下鉄を利用してい

刻を教えてください」など聞いてみてくださ

バスの、○○病院発 12 時過ぎの一番早い時
い。教えてくれますよ。

ましたが、体調を壊して通院することになっ
たとき、２度目のチャレンジをしました。そ

★ 最後に

の病院は、地下鉄では不便なので、調べてみ

どのバスにも車いすで乗れるようになって、

たらノンステップバスの路線上にあったので

バスの乗り継ぎも気軽に出来る日が待ち遠しい

す。今度こそと、時刻表(※1)、市バス系統路

ですね。私たち編集委員は生活する上でのいろ

線図(※2)をホームページから印刷しました。

いろなノウハウ、情報を持っています。何かに

こうして、事前調べもおこたりなく、診察が

チャレンジしたいけれど、どうしたらいいか分

終わってやれやれという気分で病院前のバス

からないという方、ぜひぜひご相談ください。

停で待っていたんです。が、ハタッと気がつ

一緒に方法を考えていきましょう。まずは、ノ

いたんです。私の乗りたかった路線には、系

ンステップバスで街へ出かけることから始めま

統名は同じで、終点の異なるノンステップバ

せんか？

スが走っていたのです。「○○経由××行き」
と「○○経由○○行き」と「○○経由△△行
き」の３つ。そして、私が待っていたバスは、
なんと私の目的地まで行かずに路線の途中が
終点になるバスだったのです…。診察が終わ
ってちょうど乗れる時間だと思っていたのに
あと１時間くらい、私の乗りたいノンステッ
プバスは来ない。また私は仕方なく、最寄り

※1 ホームページを見ることが難しい場合は、市バス・地下
鉄テレホンセンターへ。（ノンステップバスは、別紙「名
古屋市営ノンステップバス行き先表」参照。）
電話／052-522-0111
営業／午前 8 時〜午後 7 時（年中無休）
※2 名古屋市交通局のホームページでは、地図形式でバス停
名が記された『系統路線図』と、表形式で系統ごとに通
過するバス停名が記された『市バス系統（別）路線図』
があります。地図形式でバス停名が記された印刷物は、
地下鉄駅駅長室などで入手できます。（無料）

の地下鉄駅まで、テクテクと電動車いすで走
りました。
いづみ：そうなんですよね。同じ系統名なのに、
終点が違ったり、経由地が違うものもありま
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中川コロナワールドに行ってきました

BY まーくん

中川コロナワールドに行ってきました
わだちコンピュータハウスに勤めているまーくんとにんにん
となどくんです。三人とも脳性小児マヒです。まーくんは聴覚
障害もあります、にんにんは毎日わだちまで松葉杖で公共交通
機関を使って通勤しています。などくんは左腕と左足にマヒが
あり、毎日朝早くから夜遅くまでわだちで頑張っています。
「天然温泉コロナの湯」より、無料入泉券を頂いて、仲間４
人（介助者含み）で、名古屋市中川区にある中川コロナワール
ドに行ってきました。バリアフリーになっているかどうか調べ
た結果が以下のようになりました。

ッカーのカギを使って麺類、定食、飲み物など
の食券を購入し、番号札のランプが点滅したら
取りに行きます。呼び出しはありません。

♨天然温泉コロナの湯 中川店♨（２階）
・ 玄関左側と下駄箱にスロープがあります。

・ いすが低いため、テーブルとの間が高すぎて、
食べにくいです、いすの高さの調節が欲しいで
す。（段差はあるが、板間もあります。）

・ 車いすや杖など入り口前で店員にタイヤなどを
拭いてもらってから入ります。
・ 下駄箱 100 円。ただし返却時に 100 円が戻っ
てくる仕組みになっています。受付時に個々の
ロッカーの鍵とタオル地館内着・貸タオル・バ
スタオルが配られます。（健美効炉利用の時）

遠赤火窯サウナ｢健美効炉（けんびこうろ）｣
（１階）
・２ 階 か ら １ 階 へ の 移 動 は エ レ ベ ー タ が あ り ま
す。

・ 脱衣場入り口にスロープがあり、ところどころ
にいすが置いてあります。

・ 段差がないため。問題なく歩行できます。

・ 湯船に手すりがあるが、20cm ぐらいの段差が
あります。

・ 常温と高温の部屋が二つありました。高温の方
は入った途端、汗をかきます。ダイエットした
い人にはお勧めします。

・風 呂 場 内 の サ ウ ナ は 入 口 は 段 差 が 少 し あ り ま
す。

・ タオル地の館内着（入場時時貸与）を着て入り
ます。焼かれた鉱石（麦飯石・富士の溶岩）の
熱で部屋はかなり暑く、入ったとたんに汗がド
ーッとでます。石ころでデコボコして、毛足の
長い敷物が一面に敷いてあり歩きづらかったで
す。右側の部屋は常温で自由にくつろげるよう
になっています。

・ 露天風呂の中には岩の階段があり、手すりで昇
降が可能です。
・ 洗い場は広く、滑りやすいので注意が必要。バ
スチェアは固定式。入口から浴槽までの距離が
遠く、移動の介助が必要です。浴槽はジェット
バスほか５つがあります。
・ カギは、腕につけたまま絶対になくさないよう
にして下さい。２階館内にはセルフで食事がで
きるようになっていて、お金はロッカーに入れ
たままで持ち歩かなくても良い。カギの番号面
を食券の機械（ＩＣチップ）に認識させると食
券が購入できます。退館時にまとめて精算しま
す。

・薬 石 ル ー ム 内 は 全 面 石 こ ろ で 覆 わ れ て い る の
で、車いすが通れないです。

・ 脱衣所までは車いすＯＫで、浴場は車いすはだ
めでした。浴場用の車いすがあると良いなぁと
思いました。（シャワーチェアはあります。）

・ 中に入るとバスタオルの置いてある所がありそ
のタオルをいすの上に置いて使用します。いす
も豪華でリクライニングもでき、足部の所も上
り下りします。いすにテレビ・リクライニング
用の為のリモコンが設置してあり、音の調整で
き、頭の所にスピーカーがあり。他のお客様に

・ 中はとても広く寛ぐことができた。いすに座っ
たり、その中の薬石ルームの部屋ではそこの中
で寝ている方たちが多くいます。

テレビ付リクライニングシート（１階）

食堂（２階）
・ 注文方法は基本的にはセルフサービスです。ロ
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中川コロナワールドに行ってきました

BY まーくん

迷惑がかからないように工夫されています。

ボウリング場（４階）

・ 通路は広めですが、部屋は暗いので注意して歩
きます。

レーンへは入り口右側にスロープあり。投球補
助台やキッズレーン（ガーターなし）あります。

・ 液晶テレビ付きのシート。リモコンスイッチを
使う。周りに配慮して音量は極小。字幕で見て
いる感じです。自然と眠くなります。大きめの
タオルが置いてあります。
・ 身体的にはシートが合う合わない人それぞれあ
ります。
・ 現在はアナログ液晶だけど地デジ対応になると
もっと良いと思いました（絶対字幕対応が必要
になります）。
と、ここまでが「コロナの湯」と「健美効炉」の
紹介です。

車いすトイレ

次はコロナワールド内に色々なアミューズメント
施設を紹介します。

多目的トイレ（ファミリーと表示）２階と４階
にあります。

パチンコ（２階）
・ 店内は広く段差はありません。
・最 新 機 種 も 設 置 し て あ り 活 気 あ ふ れ る 場 所 で
す。
・ タッチパネル式のモニターがあり、今どの台が
どれくらい大当たりを出しているとか確率が出
る仕組みになっています。
・ 中央に行くとシマの間の通路が広い。車いすの
人は中央まで行った方が良いと思いました。通
路スペースが広い事と端台の横に車いすを折り
たためて置けるようなスペースがありました。
いすの取り外しは確認できませんでした。
・ 18 歳未満の人は入場禁止です。大人が同伴でも
だめです。

カラオケ（２階）
カラオケの入り口も広かったが、今回は中に入
りませんでした。部屋の中に車いすが通れるよう
に広くしてあります。

駐車場

ゲームセンター（２階）

外側の駐車場車いす用スペースが２台ありま
す。

ほとんど段差がなく、ＵＦＯキャッチャーがい
っぱいあります。試しで 100 円でやってみたら早
速１個ＧＥＴしました。取りやすくしてあると思
います（多分）。

映画館（４階）
今回は中に入りませんでしたが、段差はないで
す。車いすの人に対して対応は良くしてくれてい
ます。（車いす席の予約については分かりませ
ん。）
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中川コロナワールドに行ってきました

BY まーくん

交通手段

１泊で 15,000 円（税込）です｡

・ 基本的には車が必要です。

※ご予約は１週間前から受付します。

・ 車以外では行き帰りするには、地下鉄東山線「高
畑」駅から 14・15・17 番バス停から「三日
月橋」まで乗り、降りたら、すぐコロナが見え
ます。特に、高畑 14 系統と１７系統ではノン
ステップバスは平日、土、日を問わず、１時間
に１本ずつほぼ出ています。また高畑から無料
シャトルバスも１日５本出ています。ただし最
終バスの時間がすぎたらコロナで一泊して下さ
い。

営業時間・料金
■天然温泉コロナの湯 中川店（入口は２階）
（食堂のみのご利用不可）
時間

AM10:00〜翌 AM9:00(23 時間営業)

（浴場のみ深夜 AM１時〜７時のご利用は不可）
料金

大人(中学生以上)が 750 円(税込)、小人(3
歳〜小学生)が 350 円(税込)、２歳以下が無
料です。※但し、深夜１時以降は深夜料金
1,500 円が別にかかります。

※年中無休（ただしメンテナンス休業あり）
もし、ご機会があれば、ご利用下さい。
■遠赤火窯サウナ健美効炉 （１階）
（健美効炉のみのご利用は不可）
時間

AM10:00〜翌 AM9:00(23 時間営業)

料金

大人(中学生以上)が 500 円（税込）、小人
(3 歳〜小学生)が 300 円(税込)、２才以下
が無料(館内着が必要の場合は、別途 200
円(税込)です。

※なお、パチンコ、カラオケ、ゲームセンター、
ボウリング場、映画館等は上記の料金には含ま
れていません。
中川コロナワールド
住所：名古屋市中川区江松 3-110
電話：052-303-8841

■「天然温泉付き 貸切客室 コロナの宿」（１階）

休日：年中無休

・全 5 部屋(それぞれ趣きを変えています)
・1 部屋、大人 4 人まで利用可能です。
・1 部屋の料金
AM10:00〜PM10:00 の間は
150 分で 4000 円（税込）です。
PM10:00〜翌 AM9:00 の間は

-8-
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生活の道具相談室

BY 田原

生活の道具相談室

片手ギター 探してみました
夏本番

今年の夏も暑そう！知り合いのＫ君にギターを探そうとネ

ットサーフィンをしました。ネットサーフィンは、インターネットを
使ってサイトからサイトへ波乗りよろしく勢いにのって移動します。
あっと言う間に時間がたってしまいます。Ｋ君は、音楽のヘビーメタ
ルというジャンルにハマっていた昔若者。今は、すっかり音楽から離
れてしまっています。久しぶりにギターの音色が懐かしくなったとい
うことから今のＫ君が楽しめる楽器がないかさがすことにしました。
Ｋ君は、左手が不自由です。左手の指の力が弱いので両手で弾くギタ
ーは、むずかしいのではないかと思います。でも舘野泉さんというピ
アニストが病気で片手が不自由になってから左手だけの演奏活動を始
められている話を聞きましたのでもしかして・・・と思いまずはイン
ターネットできっかけを探すことにしました。

ヤマハ

EZ-EG 「光るギター」

２００１年にヤマハの企画の旭さんがプロデ
ュースをした電子楽器です。２００６年には、販
売終了となっていますがバージョンアップした
EZ-AG シリーズがウェブショップで購入でき
ます。（ウェブショップ特別価格２４,７９９円）
「EZ-EG のコンセプトは、「まず楽しむ」こ
とを実現する楽器 ２１世紀の電子楽器は、デジ
タル技術が「演奏を楽しむ」ことに貢献するよう
進化すべきと考えます。」とプロヂューサーの旭
さんは、紹介しています。

パソコンを利用してインターネットで曲
をダウンロードすることができます。
光るギター
http://www.yamaha.co.jp/ez/product/
ez-eg/detail/index.php

リズムにあわせて右手で
かき鳴らすだけで自動的
にコードが変わり演奏で
きます。

プレイモード２

曲にあわせてコード進行を
光が教えてくれるので光る
スイッチを押さえるだけで
伴奏が演奏できます。

プレイモード３

バックの演奏にあわせて両
手で弾くことができます。

2007.08.20 №89 AJU 福祉情報誌

スピーカー内蔵し、電池駆動も可能なため
いつでもどこでも演奏を楽しむことができ
るほかギター演奏にはつきものだった弦の
張替えやチューニングが不要です。
【ポイント３】
パソコンで曲の追加が可能

【ポイント１】
３つの演奏方法ができます。
プレイモード１

【ポイント２】
ギター演奏に必要な機能が本体に内蔵さ
れています。

Ｋ君が手にとって演奏できるかどうか確かめ
なければなりません。さてどんな人と出会い ど
んなお店で体験ができるのでしょうか。自分で演
奏できるギターを探す！「生活の道具相談室」と
しても新たな挑戦です。次回お楽しみに。
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かつきのページ

タイプライターと取扱説明書

堤

剋喜

文房具でも食器でも、お店で売っている工業製品には、注意書きが貼ってある。
少し複雑なものになると、『取扱説明書』や『ユーザー・マニュアル』がついてくる。
中学までに３台のタイプライターが我が家にやってきた。当時としてはハイテク機器。
各々に取扱説明書が添付されていたはずだが、１冊も見た記憶がない。
「英語のＭ先生が呼んでるよ。一緒に行こう。」声をかけてきたのは級長のＫ君。
「何で･･･。一緒にって？」
「何の用かは聞いていないけど。君を呼んで来るように言われた。だから僕も行くよ。」
「何か失敗したっけ？身に覚えがないよ。」
「怒っている様子じゃなかったよ。でも、早く。あんまり待たせない方がいいと思う。」
応接室の前で呼び止められた。「あれ。一緒に来たの。まあいいから、二人ともお入り。」
「堤君、タイプライターはいつからやり始めたの？」
「かなタイプは小学２年から。」これは本当だった。
「それで英文タイプは？」
「･･･６年生のときから」ウソでないにしても、かなり危うい答。
正確には６年生の春休みから。素直な子なら、始めたばかりです、と答えるだろうに。
見栄をはったわけである。
「２台おうちにあるのね。両方とも電動？」
「かなは半電動で、英文は電動です。」
「学校で使えるようにもう１台買うようなことをお母さんがおっしゃっていた。
高価なものなのでね。 学校の備品をテストしてからにした方がいい。
今から少し使ってみてごらん。えーと。『マイクの』って打って。」
テーブルの上にタイプライターが置いてある。用紙はセット済み。電源コードはない。
これを使って Mike's と打ちなさい、という指示。
さて、困った。学校で先生からテストされるのは、備品ではなくて、生徒だ。
最初が大文字だから、まずシフトロックをかけた。
文字キーを押した。が、紙に文字が残らないうちに、アームが元の位置へ帰ってしまう。
厚い紙の束をホチキスで止め損なったときと似た感触。
僕の押し方では、刻字するだけの動力には足りない。
しばらくして。
「やっぱり、いつもと勝手が違うでしょう。手動は電動より力が要る。」
＜手動タイプライター適性テスト＞は終了。結果、不合格。
「仲がいいんだね、あなた達は。」
Ｋ君は最後まで同席してくれた。面倒見のいい級長だった。
ほかの候補もあったが、３台目は半電動型の英文タイプライターに決まった。
バックキーで刻字位置を左にずらし、打ち損じた箇所に合わせて
斜線を重ね打ちすることは、３台目が来てから覚えた。
本で勉強したわけではない。インストラクターは兄だった。
習ってすぐに、同じやり方をかなタイプにも応用できた。
（学童用のかなタイプには／がないので、かけ算の記号、×を代用することにした。）
バックスペース（に相当する）キーの使い方に気がつくまでに４年かかったことになる。
ワープロやパソコンが出回る以前で、取扱説明書や適切な指導者を欠いたが故の笑い話。
ついでながら、スラッシュと聞くと、今でもどこかでミスタイプを連想してしまう。
先日、ある研究発表会を観る機会があった。
事実上の主催者は映像・音響技術者の養成校で、リアルタイム・エフェクトがうたい文句。
察するに、パソコンで即興的にアニメーションを作る過程をみんなで観る会だった。
観客から作者への礼儀として、スクリーンを注視する。まもなく、疲労感がやって来た。
『大して時間は経ってないのに、どうしてこんなに疲れる？』
ゲーム機の注意書きの一部を思い出した。
【プロジェクターには接続しないで下さい。暗いところで使わないで。適度に休憩を。】
周りを見回す。薄暗い。プロジェクターと、少なくともパソコン３台が連動している。
あの文言は今僕がやっていることを戒めているのだ、と、自分一人で納得した。
少々面倒でも、取扱説明書は読んだ方がよさそう。
- 10 -
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トラベル情報
となっています。特におすすめは「食」。「あ
っさり、新鮮」が基本の台湾料理は日本人の
口によく合います。観光も故宮博物館から超
高層ビルの展望台まで見どころが豊富です。

Ｊ
ＪＴ
ＴＢ
Ｂバ
バリ
リア
アフ
フリ
リー
ープ
プラ
ラザ
ザ
秋の久住高原・別府・熊本・
天草めぐりの旅４日間
噴気上がる別府の温泉地獄めぐりと高崎山の
猿達との出合い。秋の久住高原から阿蘇山へ
と続く開放感いっぱいの高原ルート。そして、
潮騒をＢＧＭに天草五橋を渡るドライブは爽
快です。
▼ 期

間：10 月４日（木）〜 ７（日）

▼ 料

金：ひとり 159,000 円（２名１室）

▼ 期

間：11 月１４日（水）〜17 日（土）

▼ 料

金：ひとり 198,000 円（２名１室）

▼ 出発地：中部・成田・関空
▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

■申し込み・問い合わせ■
〒108-0014 東京都港区芝 5-34-2 春日ビル１F

TEL：03-3456-5411 FAX：03-3456-5414
http://www.jtb.co.jp/bfplaza/

▼ 出発地：中部・羽田・伊丹
▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

チ
チッ
ック
クト
トラ
ラベ
ベル
ル

アイランド石垣・
竹富＆西表島めぐり４日間

秋周遊・東北４日間の旅

八重山諸島の玄関口・石垣島、古き良き沖縄
が残る竹富島、そしてマングローブとジャン
グルの島・西表島をめぐります。
▼ 期

間：11 月 14 日（水）〜16 日（土）

▼ 料

金：ひとり 189,000 円（２名１室）

仙台から蔵王、平泉、田沢湖と東北を周遊す
るツアーで紅葉も美しいシーズンです。東北
でも人気が高い観光地をじっくりと見てまわ
ります。

▼ 出発地：中部・羽田・伊丹
▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

間：10 月 20 日（土）〜23 日（火）

▼ 料

金：ひとり 178,000 円（２名１室）

▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

メープル街道 秋〈カナダ〉周遊 10 日間

鬼の洗濯板で有名な宮崎の名所・青島から霧
島神宮温泉郷をぬけて鹿児島のシンボル櫻島
の溶岩道路とフェリーで薩摩半島に渡ります。
そして、特攻と武家屋敷の歴史を持つ街・知
覧ではホタル館富屋食堂も訪ねます。
▼ 期

間：11 月 19 日（月）〜22 日（木）

▼ 料

金：ひとり 179,000 円（２名１室）

紅葉で有名なロレンシャン高原〜モントリオ
ール〜ケベックなどのケベック州を中心に紅
葉を楽しむ旅です。ナイヤガラの滝もお楽し
みいただけるツアーです。
▼ 期

間：10 月 10 日（水）〜19 日（金）

▼ 料

金：ひとり 498,000 円（２名１室）

▼ 出発地：全国各地より出発可能

▼ 出発地：中部・羽田・伊丹

▼ ポイント：添乗員同行

▼ ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

■申し込み・問い合わせ■

台北満喫４日間
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▼ 期

▼ 出発地：中部・大阪

日本一のツルの飛来地・出水市を訪ねる
宮崎・霧島・鹿児島・知覧の旅４日間

台湾は名古屋から２時間半。日本では味わえ
ない文化があり、台湾原住民、ヨーロッパ・
中国・日本の文化が融合した魅力的なエリア

ハ
ハー
ート
トＴ
ＴＯ
Ｏハ
ハー
ート
ト

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-20-19 名神ビル６F

TEL：052-222-7611

FAX：052-222-2778

http://www.tictravel.co.jp/
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グルメ情報

グルメな調査隊 第 50 弾
うなぎの

やっこ

場

所：名古屋市中区大須 2-30-1
TEL／052-231-0021
FAX／052-211-6954
最寄り駅：地下鉄鶴舞線「大須観音」駅下車、
徒歩３分
（ホーム〜改札・地上、エレベータあり）。

名古屋市港区Ａさんより

★ドリンクメニュー

名古屋めしのグルメガイドブックに載ってい

ビール 680 円／中ビール 580 円／日本酒

たので、行ってきました！女将さんも店員さんも、

470 円／焼酎 530 円／

とても親切でした。ひつまぶしはもちろん、う巻

ウーロン茶 260 円／ジュース 280 円

きもおいしかったです！

★ジャンル

★店内の様子

うなぎ・和食

入り口：引き戸、段差

「大正 9 年に創業して以来、大須一筋で〜」と

なし、少し傾斜

女将さんが言われる通り、店内は下町風のつくり

している。

で、家庭的な雰囲気の中、おいしいうなぎが味わ

店

内：1 階

段差なし、

えます。夜になると居酒屋風になるようですが、

テーブル 30 席、

「うちは車いす利用のお客さんも団体で利用さ

テーブル高さ

れていますよ。」とのこと。

71 ㎝、テーブル
下スペース 68 ㎝、イス移動可能

★ランチ（11:30〜14:00(日・祝〜15:00)）

2階

○やっこ定食（うなぎ２切れ、う巻き、ゴハン、
赤だし、フルーツ付き）

階段のみ

座敷（3 部屋）

★お手洗い

850 円／○和定食（刺身、

店内：1 階和式、2 階洋式

天ぷら、小鉢、赤だし、ゴ

最寄りの障害者トイレ：地下鉄鶴舞線『大須観

ハン）890 円※和定食は、

音』駅改札外に 1 箇所

土日、1,050 円／

★駐車場

ミニひつまぶし 1,000 円
→

★営業時間

一般用あり（店の前に 2 台分）
月曜定休

お勧めメニュー例

ランチタイム 11:30〜14:00(日・祝〜15:00)

○うなぎ刺身 1,600 円／うなぎ柳川鍋 1,000 円

ディナータイム 16:30〜21:00(日・祝 16:00

／うぞうすい 1,000 円／うなぎの鍋 4,500 円

〜21:00)

（口取、刺身、ぞうすい付き）※要予約

★サポート倶楽部会員特典
サポート倶楽部会員とその他 1 名に、ドリンク 1 杯サービス（2007 年 10 月末日まで有効）。
サポート倶楽部会員証を提示してください。
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BY ナベ

爽快クールシート 『そよ風』 を
使ってみました
先号（88 号）の「Ｗｅｌｆａｒｅ２００７に行ってきました」で紹介

顔写真

した車いす補助装置“爽快クールシート『そよ風』”の特集です。
開発業者さんに連絡を取ったところ、快い応対をいただき、お試しを
させていただくことになりました。７月のクーラーが恋しい時期に、わ
ざわざおもちいただき、説明をお聞きした後、私の電動車いすに装着し
ました。

担当

爽快クールシート『そよ風』とは

ナベ（脳性まひ、電動車いす使用）

ったスーパーの中など、人ごみの中で気がねする
ことはありませんでした。

その名のと
おり、風をファ
「そよ風」の写真

②お尻（座面）が爽快でした

ンで送りこむ
装置で、車いす
の座席に敷い
たり背もたれ
に装着したり

して、お尻や背中のムレを防止するように開発さ
れた製品です。製造販売元のサニア工業株式会社

通勤や買い物に試用した約 5 時間のうち、ほ
とんどは電車の中や建物の中で、冷房の効いた空
気がお尻に当たって爽快でした。しかし、これが
35℃以上もある炎天下で、しかも路面温度は 50
℃にもなる屋外でも爽快かどうか・・・今回の試
用で屋外を歩いたのは 50 分程度。そこまではわ
かりませんでした。

は、名古屋の国際福祉健康産業展「ウェルフェア」
をはじめ、東京の国際福祉機器展「Ｈ．Ｃ．Ｒ」、

③電源コネクタがつなぎにくい

大阪の高齢者・障害者の快適な生活を提案する総
合福祉展「バリアフリー」などに出展され、今回

ラジコン用のコネクタを試用しているとのこ

特集した「そよ風」以外に、電動昇降座椅子「ざ

と。私のように上肢も不自由な者には非常に難儀

・特等席」なども開発しています。

でした。改良をお願いしたいところです。

④その他の意見

使ってみました・・・・・

周りの人にも意見を求めましたところ、冬用の

名古屋の勤務先から四日市の自宅までの往復
と買い物に出かけたときに、電動車いすの座席に
敷く方法で試してみました。

暖かいものがほしいという意見がありました。
さらに詳しい情報は・・・
製造発売元

〒497‑0002 愛知県海部郡七宝町大字遠島字上江越 1530

①音（作動音）が静かでした
作動音が静かなため誰にも気づかれませんで
した。通勤に使用している電車の中、買い物に寄

2007.08.20 №89 AJU 福祉情報誌

サニア工業株式会社
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TEL 0120‑445‑421 FAX 052‑441‑5478
URL http://www.sania.co.jp/

そらいろ探邸団

BY どんちゃん

今回はいつもとは趣向を変えまして、「設計士ってどんなことを
するの？」、「建築士に設計監理を頼むってどういうこと？」とい
う皆さんの疑問に、実際の設計手順を通して知って頂こうと思いま
す。建て主（施主、建築主とも言う）は名古屋近郊に住むＡさん家
族。ご夫婦とお子さん１人の３人家族です。旦那さんは足に少し障
害がありますが歩行可能、奥様は手動車いすと杖を併用して生活さ
れています。今回家を建てるにあたり、僕に設計を依頼してくれま
した。それでは実際どのように設計が行われていったのかをお話し
しましょう。

顔合わせから基本設計まで

２回目の打合せは１ヶ月後の２月下旬。以前設

一番最初にお話を伺ったのは 2005 年の 11

計したバリアフリー住宅をＡさん家族と共に見

月でした。新しい家でどのように生活していきた

学し、その後、前回の打合せの要望を反映させた

いかを雑談を交えながら聞きました。建物はバリ

第２案を見てもらいました。その打合せの時にＡ

アフリーで、生活は１階がメイン、食事はテーブ

さんから細かな要望を箇条書きにしたものを頂

ルで食べたいがリビングでは床でくつろぎたい、

きました。主なものでは階段昇降機を付けるので

明るい家にしたい、自然素材を使いたい、などが

階段を広めにしたい、玄関スロープにも屋根がほ

最初の要望でした。それから２ヶ月ほどエスキー

しい、主寝室の収納スペースをもう少し大きくし

ス（おおまかなプラン）作成に時間をもらいまし

たい、などの要望がありました。また主寝室から

た。

トイレに行きやすくしたいとの要望も、打合せの

１月下旬に１回目の打合せとなりました。持っ

中で出てきました。

ていった第１案を見ながら打合せをしました。玄

このように設計とはその時々により様々な要

関に入ってからリビングまでの動きをもっとシ

望が出てきます。それを建て主と一緒に考え、優

ンプルにしたい、車いすは玄関で屋外用から室内

先順位を決め、取捨（しゅしゃ）選択し、現実的

用に乗り換える予定、浴室は子どもと一緒に入れ

なものに組み立てていきます。具体的な要望によ

るくらいの広さ、洗面脱衣室は今住んでいる賃貸

り、時には設計の方向がブレる（細かなことにと

マンションより少し広い程度で良い、などと言わ

らわれ、本筋を見失ってしまう）ことがあります

れました。また外まわりでは、駐車場に屋根がほ

が、打合せを重ね、優先すべき事がお互いに理解

しい、庭に降りるためのスロープがほしい、など

できてくると、明確な方向性が見え始めてきます。

の要望が出ました。

- 14 -
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そらいろ探邸団

BY どんちゃん

実施設計、相見積もり

３回目の打合せは２週間後。この頃から打合
せは月に２回程度の定期的なものになりまし
た。この第３案で、設計の方向性がかなり見え
てきました。玄関に靴履き替え用のベンチがほ
しい、キッチンの形状にはこだわらないので、
できるだけ動きが少ないプランにしたいと要望
が出ました。また廊下の幅を車いすで動きやす
いように、リビングを削ってでも、もう少し広
くしたいとのことでした。

７月からは実施設計に入りました。実施設計
とは実際に工事で使う図面を作成することで、
Ａ２サイズ（Ａ４サイズの４倍の大きさ）の図
面が 30 枚ほどになりました。一般的に２階建
ての住宅だとこれくらいの図面枚数が最低限必
要になります。実施設計ではミリ単位の細かな
寸法や、実際に使う材料や、使用する製品の品
番など、かなり細かなことまで図面に書き込ん

第４案では廊下を広くし、キッチンの配置を

でいきます。例えば便器はどこのメーカーのど

コの字型にした案を提示しました。この頃、僕

んな製品か、洗面台は、浴槽は、タイルは、手

が自治体に住宅改修の助成金について話を聞き

すりは、などなど、あらゆるものの品番を決め

に行きました。しかし新築には助成金が出ない

ていきます。設計士にはこういった買い物のア

ということで、今回は利用できませんでした。

ドバイスをするという側面もあります。この期

また毎年ポートメッセなごやで催される「ウェ

間中も建て主との月に２回程度の打合せは続き

ルフェア」に行き、階段昇降機についてメーカ

ました。こうして細かく決めることで、どこの

ーの担当者に詳しい話を聞き、購入選択の目安

施工業者（建設会社や工務店）に見積もりをお

にしました。そして、６月上旬にＡさん夫婦と

願いしても、共通の基準で金額が出てくるとい

一緒にＴＯＴＯとＩＮＡＸのショールームへ浴

う訳です。

槽を見に行きました。浴槽の理想的な大きさ、
深さなどを検討し、浴槽の中は段のないシンプ

そして８月末に実施設計が終了し、この期間

ルなものが良い、浴槽内の手すり（グリップ）

にＡさんがピックアップした施工業者５社に、

が思いのほか使いやすいことが分かりました。

僕が建て主の代理として図面を手渡しし、見積

６月下旬には基本設計がほぼ固まりました。基

もりのお願いをしてきました。数社から見積も

本設計とは、部屋の間取りや建物の高さなどの

りを取ることを「相見積もり」といいますが、

基本構成をまとめ、これから行う実施設計の下

これをすることでその中から一番良い施工業者

地となる設計のことです。打合せはここまでで

を選択します。すべての見積もりが出てきたと

９回を数えました。

ころで、各社の見積もりを表計算ソフトに入力
し、あらゆる面から比較検討していきます。こ
こでキッチリと検討することで適正な価格で住
宅を建てることができます。比較した結果と、
各社の業績や評判、実際会って話してみた印象
などから総合的に検討し、最終的に１社に絞り
こみました。そしてＡさん夫婦と僕とで、疑問
に思うことは何でも質問し、納得の上、12 月初
めにその会社と契約を結ぶことになりました。
結局、各社に図面を渡してから施工業者との契
約までに約３ヶ月かかりました。その間に「確
認申請」という工事の申請を終わらせました。
これは、これから建てる建物が建築基準法など

2007.08.20 №89 AJU 福祉情報誌
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そらいろ探邸団

BY どんちゃん

に適合しているかを、工事が始まる前に確認し

所へ払う手数料は除く）、かんたんな模型製作、

てもらうことです。これが通らないと建物を建

見積もりの比較・調整なども含まれます。高い

てることができません。工事が始まってからも中

と思うか、安いと思うかは人それぞれだと思い

間検査、完了検査という検査があります。

ますが、僕はそれ以上の利益を建て主に提供し

話を伺ってから基本設計に７ヶ月、実施設計

ていると信じて仕事をしています。

に２ヶ月、見積もり検討に２ヶ月、契約までに
１ヶ月ほどかけました。打合せは１回目から数

12 月半ばに地鎮祭を済ませ、工事は翌年の１

えて 17 回ほど行いました。かなりのスローペ

月から始まりました。次回は実際に住んでのお

ースですが、これくらい時間に余裕があると、

話をＡさんにインタビューする予定です。

より細かいところまで知恵を絞り、検討するこ
とができます。多くの人の場合、家を建てるの
は一生に一度の一番大きな買い物だと思いま
す。じっくりコトコト時間をかけて家づくりを
すれば、味わい深いシチューのような住まいが
できると思いますよ。

設計監理とは
僕が考える「設計」とは、建て主との対話の
中で、住まいに対する思いを拾い上げ、それを
お互いに確認し、整理し、より明確にし、現実
化することだと思っています。そして、建物は
設計すれば終わりではありません。建物は工事
を行って初めて現実のモノとして存在すること
になります。「監理」とは、設計図どおりに工
事が行われているか、建築の専門家として、建
て主の代理人として、建築現場をチェックする
ことですが、しかしそれだけではありません。
設計図だけではどのように施工するかを伝える
のに、どうしても限界があります。実際に作ら
れていく過程でより良い考えが浮かんでくるこ
ともあります。設計士が建築現場に出向き、施
工業者や職人に指示し、そして意見を交わしな
がら、建物はより濃密につくられていきます。
実際に家をつくるのは人の手、職人の手です。
よい家づくりは建て主、設計士、施工業者が関
わりを持たずしては成り立ちません。
設計監理料は住宅の場合、工事費のおよそ 10
％が相場です。僕の場合、設計監理料には交通
費（遠距離でなければ）、役所への申請業務（役
- 16 -
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福祉用具情報

福祉用具のリサイクル情報 （08/20 現在）
欲しいもの、不要なものはありませんか？
リサイクルの輪を広げよう！
◆ＡＪＵ自立の家は、なごや福祉用具プラザの中で、福祉用具のリサイクル品の
コーディネートと福祉用具の販売、自立生活情報の提供などをしています。
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

譲りますよ！ ＊金額の表示のないものは無料です。
★ベッド、床周り品
・３モーターベッド
（松下電工）
\150,000 １年使用
（パラマウントベッド） \50,000 ５ヶ月使用
（パラマウントベッド） \50,000
２年使用
・2 モーターベッド パラマウントベッド 10 年使用
・1 モーターベッド
15 年使用
・エアーマット トライセル \20,000 ２ヶ月使用
・エアーマット ウエイビングスターセルタイプ
\30,300
未使用

★移動用品
・介助用車いす リクライニング
９年使用
・介助用車いす リクライニング
リサイクル品
・電動車いす EMC200 \30,000 リサイクル品
・電動車いす イマセン \10,000
数回使用
・電動車いす エミュー \70,000
6 年使用
・電動三輪車
\30,000 リサイクル品
・電動四輪車 ウイング \30,000 ２ヶ月使用
・シルバーカー
\13,000
未使用
・スロープ
（ワイドスライドスロープ）\15,000 未使用
（簡易スロープレールタイプ）
９年使用

・女性用差し込み便器
・スカットクリーン 本体のみ

未使用
半年使用

★その他
・移動介助器 カールくん KH3B
５年位使用
・吸痰用カテーテル １７本
・酸素のホース カニューラ
未使用
・カートさすべえ
１年くらい使用
・吸引器
\50,000 ２年半使用
・リフト マイリフティ A
\70,000 １回使用
・階段昇降機(直線型)SG-2 \200,000 ５年使用
・靴 装具用の靴 右のみ
\500
・キャリングケース付きポータブルハンドシャワー

譲って欲しい！
★ベッド、床周り品
・ベッド（１・２モーター）・除圧マット
・サイドテーブル・ベッド手すり（パラマウント用）

★入浴用品
・入浴用車いす・バスボード・バスリフト・浴槽手
すり(壁付けタイプ)・浴槽用マット (60×90ｃｍ希望)

★入浴用品

★トイレ用品

・入浴用いす ユーロランドロータイプ
未使用
・入浴用いす 座面回転シート
１年使用
・入浴用いす 肘掛け背もたれ
１年使用
・介助ベルト（入浴用）
\1,000
未使用
・リフト マイティエイド８０（水圧式）
\100,000 ５年使用
・リフト つるべ F2 セット \80,000 リサイクル品
・ リフト用スリングシートパオ
１ヶ月使用
・簡易浴槽セット
応相談
10 回位

・ポータブルトイレ （折りたたみ式希望）
・ポータブルトイレ用簡易手すり

★トイレ用品
・ポータブルトイレ
（パイプ式折り畳み可）
３年使用
（安寿ウォシュレットタイプ）
１年使用
（背もたれ、手すりなし）
ほとんど未使用
（プラスック製）
未使用
（木 製）
１回使用
・家具調トイレ自立
６年使用
・ 木製ポータブルトイレ EC 型 328
\10,000 未使用
2007.08.20 №89 AJU 福祉情報誌

★移動用品
・車いす (手動、介助用、電動 )・子供用(車いす、バギー )
・電動（三輪、四輪）車・電動車いすユニット
・歩行器・シルバーカー
他にも、紙おむつ・スロープ・クッション・吸引
器・吸入器・リフト・昇降機・松葉杖・福祉車両
などを探している方がたくさんみえます。

｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。
●ＡＪＵリサイクル相談事業部●
TEL 052-851-0059
FAX 052-851-0159
ホームページでもみることができます。
http://www.aju-cil.com
毎週水曜日の朝日新聞（朝刊）にも、リサイクル
情報が掲載されています。
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読者のこえ
ミッドランド映画館について

ら、次週の土曜日までの予約を受け付けます
ので、水曜日にこちら（シネマ館）まで来て

先日、ミッドランドに行ったときのことで

予約してください。」とのことでした。つま

す。“ミッドランドのシネマ館の座席は、イ

り、車いす席を予約したい場合は直接劇場ま

ンターネット上で予約ができるよ”と知り合

で出向く必要がある！ということです。車い

いから聞いていたので、車いす席を予約した

す利用の者は、観たい映画をその日に確実に

場合のチケットの割引はどうなるのか気にな

観るために、事前に予約しに行かなければな

って、スタッフの方に聞いたところ、「車い

らないなんて…ちょっとガッカリしてしまい

す席はインターネット上で予約することはで

ました。

きません。」と言われました。では、車いす

名古屋市

Ｉ．ｋ ．

席を予約したい場合は、どうしたらよいです
か？と聞いたところ、「毎週水曜日の午後か

いろいろ情報
車いすのまま入れる『多目的フィッティ

すい棚やテーブル、ソファ（高さ 40 ㎝）も

ングルーム（試着室）』

あり、ソファ横の壁には右利きと左利き用の
方のためにＬ字手すりが付いています。“キ
ハチカフェ“の近くにあります。メンズ館に
も、4 階スーパーメンズ売り場にあります。
★営業時間［全館］10：00〜20：00 年末年始除く
★住所：
〒450-8505 名古屋市中村区名駅 1-2-1
★電話：052-585-1111

名鉄百貨店本館 4 階、ランジェリー売り場
に車いすのまま入れるフィッティングルー
ムが出来ました！愛知万博をきっかけにバ
リアフリーを取り入れ、昨年 9 月に完成。他
の階の試着も可能です。出入り口幅は 950
㎝と広く、開けやすいカーテンになっていま
す。室内は、車いすで回転ができる、ゆった
りとしたスペースがあります。荷物が置きや

- 18 -
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イベント情報

門家によるセミナー，実践紹介，当事者自身に

●第 34 回 国際福祉機器展 H.C.R.2007

よる発表，障害疑似体験，世界の最新動向紹介
など約 80 のセッションを自由に選択して学べ

日本最大の福祉機器展が今年も 10 月に東京

るカンファレンスです。また，展示会では実際

で開催されます。この展示会に試作品を出して

に機器を体験できます。

来場者の声を集め、更に改良して来春までに発

開催日：11 月 30 日（金）〜12 月 2 日（日）

売開始という企業も多く、また、既製品への要

参加費：11 月 30 日 10,000 円

望、こんな物がほしいという声を待っている技

12 月 1〜２日は、１日 9,000 円、両

術者や販売店も集まっているので、私たちの声

日で 15,000 円(10/31 までに申込

を伝える絶好のチャンスでもあります。

む場合の料金)

また、同時開催されてい「国際シンポジウム」
場

(要予約、各 1,000 円)は、欧州の障害者の社会

京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1

参加と就労をテーマにした物もあり、おもしろ

アクセス：京都駅→地下鉄烏丸線烏丸御池駅乗

そうですよ。ぜひご参加ください。入場無料。

り換え→地下鉄東西線東山駅下車、

開催日：10 月 3 日(水)〜10 月 5 日(金)
場

徒歩約 10 分（エレベータあり）

所：東京ビッグサイト(有明)
主

アクセス：東京駅（エレベータ）→JR 新橋駅

ファレンス事務局

（エレベータ）下車徒歩３分

〒101-0047 東京都千代田区内神田

シンポジウム：10 月３日(水)13:00〜15:30

2-4-14-402

＜テーマ＞「欧州にみるソーシャルファームの現

TEL 090-4335-3413

状と課題〜障害者の社会参加と就労を

FAX 03-5207-6418

考える」

E-mail：atac2007@e-at.org

師＞Dr.Jean Pierre Wilken（オランダ・

URL：http://www.e-at.org/atac

ユトレヒト教育専門大学教授）

････････････････････････････

＜申込み＞TEL 03-3597-1134

●国際障害者支援シンポジウム

FAX 03-3597-1097
E-mail：hcr2007@intergroup.co.jp

主

催：ATAC，特定非営利活動法人 e-AT 利
用促進協会 ATAC（エイタック）カン

（階段昇降機）→国際展示場正門駅

＜講

所：京都市勧業館「みやこメッセ」

財団法人広げよう愛の輪運動基金は、1999

催：（財）保健福祉広報協会

年からアジア太平洋地域の障害者福祉の向上を

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2

目的として、同地域の障害のある人たちを日本

新霞が関ビル 5F

に招き研修を行う活動を続けています。これま

http://www.hcr.or.jp/exhibition/index.html

でに 21 ヶ国と地域の 61 名の障害者リーダー

････････････････････････････

の育成し、日本で蒔いた種がアジア太平洋地域

●ＡＴＡＣカンファレンス２００７京都

で少しずつ芽を出し、それぞれの国で成長しつ

今年のテーマは「Next Stage」。こちらも

つあります。今回のシンポジウムでは、この研

毎年恒例のカンファレンスです。障害のある人

修による人材育成と帰国後の支援が効果的に

や高齢者の自立した生活を助ける電子情報支援

作用した事例報告と、途上国の障害分野におけ

技術（e-AT）とコミュニケーション支援技術

る人材育成の必要性と効果、その後の支援のあ

（AAC）の普及を目的に開催されています。専

り方についてのパネルディスカッションが行

2007.08.20 №89 AJU 福祉情報誌
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われます。参加費無料。

〒544-0011

日

時：9 月 15 日(土) 10 時〜16 時 30 分

会

場：東京簡易保険会館 ゆうぽうと

生野商工会館 2F
TEL 06-6754-3011(担当/香山(こうやま)
FAX 06-6754-3013

東京都品川区西五反田 8-4-13

････････････････････････････

アクセス：東急池上線大崎広小路駅徒歩約 1 分
（エレベータ）、JR 五反田駅徒歩

書籍などの紹介

約７分(階段昇降機)、JR 大崎駅西口

●『問題てんこもり！障害者自立支援法

徒歩約 7 分（エレベータ）
主

大阪市生野区田島 1-15-2

地域の暮らし、あきらめない』

催：財団法人広げよう愛の輪運動基金財団法

DPI 日本会議が作成した本です。

人日本障害者リハビリテーション協会

解放出版社、1,050 円

TEL 03-5273-0633

http://booklog.jp/users/DPI-Japan

FAX 03-5273-1523

●「遊Ｙｏｕなごや〜名古屋マイタウンガイ

E-mail：inquiry@dinf.ne.jp

ド２００７」完成！

（奥平・那須）

････････････････････････････

名古屋市内のバリアフリー設備のある施設や
交通機関を紹介する５年ぶりのガイドブックで

●たびだち地域生活支援セミナー
知的障害のある人の地域生活支援とエンパワ

す。高齢者や車いすを利用する障害者だけでな

メント、支援者のスキルアップについて一緒に

く、すべての障害者や妊婦にも使いやすい内容

考えるセミナー。「出発(たびだち)のなかまの

になっています。区役所の福祉課や市内の障害

会」が 10 年来取り組んできた、知的障害のあ

者施設、障害者スポーツセンターなどで手帳所

る人の希望や夢･願いの実現に向けた「個人将来

有者に無料配付中です。

計画」の実践や、「アクティブサポート」の取

････････････････････････････

り組みから見えてきたことを中心に、講演･演習

アジア障害者支援プロジェクト

（ワークショップ形式）を行います。

スタディツアーIn タイランドへのお誘い

開催日：10 月 13（土）〜14（日）（２日間）

日

会

参加費：一人 12 万円

場：大阪国際会議場

主な内容：講演

北野誠一氏「地域生活におけ

募

集：15 名

る個別支援計画」、三田優子氏＆当

その他：中部国際空港以外の空港からの出発も

事者グループ「当事者の声を聴くと

相談に乗ります。異国の地への旅とな

いうこと」、中野敏子氏「地域生活

りますので基本的には各自で慣れた方

におけるアクティブサポート」、そ

を手配していただく方が安心かと思い

の他「個人将来計画」の理念とマニ

ますが、介助者が見つからずお困りの

ュアルの説明、ワークショップ、グ

場合は相談に乗ります。

ループディスカッションと発表、ア

問合せ：アジア障害者支援プロジェクト

クティブサポートの実践紹介、ILP

名古屋市恵方町 2-15

（自立支援プログラム）の紹介など

こ な が や

担当：木下･小長谷

TEL：052-841-5554

参加費：10,000 円（交流会費別）
主

程：11 月 26 日（月）〜12 月 1 日（土）

FAX：052-841-2221

催：ＮＰＯ法人出発(たびだち)のなかまの会
- 20 -
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災害時要援護者の避難支援、避難生活支援セミナー
−被災現場と障害当事者からの提案−
１

目

的

３月の石川県能登半島地震、７月の新潟県中越沖地震と
大災害が頻発し、日本列島が地震の活発期に入ったとも
言われています。最新の地震対策を学びつつ、障害当事
者及び被災当事者からの報告をうけながら、災害時要援
護者の避難支援計画づくりにつなげるセミナーを開催し
ます。

２

日

時

平成 19 年 9 月 21 日（金）

３

場

所

ウィル愛知

１４:００〜１６:００

１Ｆセミナールーム（１，２）

〒461-0016

名古屋市東区上竪杉町１番地

TEL

052-962-2511

４

参加費

無料

５

定

８０名（先着順とさせていただきます）

６

参加対象 自治体消防・防災関係者、保健福祉関係者、社協関係者、障害当事者団体、

員

災害ボランティア、福祉サービス事業者
７

内

容

時

間

内

容

講 師 等

14：00〜14：10

主催者挨拶・趣旨説明

ＡＪＵ自立の家常務理事 山田昭義

14：10〜14：45

問題提起

講師

緊急地震速報と予知・防災
14：45〜15：40

被災現場からの報告

愛知工業大学地域防災研究センター
センター長

正木和明先生

石川県輪島市社会福祉協議会

｢その時わが町では何が起きたか｣
災害ボランティアからの提言

事務局長

レスキューストックヤード
代表理事

災害時要援護者の避難生活に必要

七尾幸子
栗田暢之

わだちコンピュータハウス

な防災備品の提案
15：40〜15：55

質疑応答

15：55〜16：00

閉会挨拶

８

展

示

わだちコンピュータハウス所長

水谷真

避難所間仕切セット、ポータブルトイレ、文字情報表示装置等の実例紹介、
ＧＩＳ（地理情報システム）を使った外出支援・避難支援システム

９
10

主
後

催
援

社会福祉法人ＡＪＵ自立の家
愛知県、名古屋市、愛知県社会福祉協議会、名古屋市社会福祉協議会

１１ お申し込み・問い合わせ
社会福祉法人ＡＪＵ自立の家
TEL 052-841-9888

わだちコンピュータハウス 防災企画グループ

FAX 052-841-3788

bousai@aju-cil.com

（このセミナーは平成１９年度財団法人名古屋都市センターまちづくり活動助成事業により実施されます）
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ＡＪＵ自立の家ウェルフェアコンサート
第 16 回ＡＪＵ自立の家ウェルフェアコンサートが 10 月 4 日（木）に開催されます。今年は国際的
ヴァイオリニストの前橋汀子さんをお迎えしてヴァイオリンコンサートです。ピアノ伴奏には加藤洋之
さん、そしてお話にＡＪＵ自立の家後援会音楽監督の神津善行さん、素晴らしい音楽と楽しく興味深い
お話でお楽しみ頂けると思います。
会場： 愛知県芸術劇場 コンサートホール
日時： ２００７年１０月４日（木）
開場：１８：００

開演：１８：３０

チケット価格:Ａ席 ￥５，０００／Ｂ席 ￥３，０００（全席指定）
お申し込み、お問い合わせ：
ＡＪＵ自立の家後援会事務局

〒466-0037 名古屋市昭和区恵方町２−１５

ＴＥＬ ０５２−８４１−５５５４

ＦＡＸ ０５２−８４１−２２２１

･････････････････････････････････････････････････････

名古屋の都心テレビ塔の周りを、日ごろスポーツをする機会に恵まれない人、重い障害をもつ人たち
とヴォランティア、およそ 1,000 名の仲間たちがマラソンを通じて相互理解と友情を深めるとともに
『完全参加と平等』の実現に向け市民の声援を受けながら思い切り走ります。
主

催 ：

名古屋市、障害者と市民のつどい拡大実行委員会

特別協賛 ：

タイホウグループ

後

愛知県、愛知県社会福祉協議会、名古屋市社会福祉協議会

援 ：

名古屋金鯱レーシングクラブ、アジア障害者支援プロジェクト
期

日 ：

平成１９年１０月２1 日（日）

コ ー ス ：

久屋大通り公園

種

A．車いす使用者…１周・６周

目 ：

雨天決行

周回コース…１周（約 800ｍ）

B．介助を必要とする車いす使用者と電動車いす使用者…１周
C．A・B 以外の障害者及び６０歳以上、女子、子ども…１周
D．一般男子…４周
参 加 費 ：

無

料

申込期間 ：

平成１９年９月６日（木）〜１０月５日（金）

申 込 先 ：

名古屋シティハンディマラソン事務局

TEL

（愛知県重度障害者の生活をよくする会内）

FAX ０５２−８５２−４８１０

当日消印有効
０５２−８４１−８８４１

ヴォランティア募集
当日、マラソンのお手伝いをいただける方を大募集しています。（主に競技中の警備、受付等）
お申し込み・お問い合わせは
ＡＪＵ自立の家 サマリアハウス 大道寺（だいどうじ）まで
TEL ０５２−８４１−５５５４

mail home@aju-cil.com

FAX ０５２−８４１−２２２１

HP http://www.aju-cil.com
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医療相談室
長年、診療機関で障害を持つ仲間の医療ケアに携

生活の道具相談室
障害当事者、福祉、医療関係者が有志で開設。

わってみえた「リハビリテーション医の万歳登茂子

道具の導入相談、道具の工夫 や制作に対応。

先生」のご協力で開設。

《相談日》９月１日、 1 ５日、１０月６日、２０日
いづれも土曜日13:00〜

《相談日》９月１日、８日、 29 日
10 月 13 日、 20 日、 27 日

＊事前にご連絡いただくとスムーズになります。

いづれも土曜日、予約制、 30 分程度

《費

用》無料

時間は要相談

《受

付》サマリアハウス

淺井

《対

象》障害を持っている人

ＴＥＬ

052-841-5554

《費

用》無料

ＦＡＸ

052-841-2221

《受

付》自立生活情報センター

E-mall

joho-c@aju-cil.com

《場

ＴＥＬ

052-841-6677

《場

ＦＡＸ

052-841-6622

（社福） AJU 自立の家

E-mall

joho-c@aju-cil.com
サマリアハウス内相談室

サマリアハウス内

やさしい住まいの支援ネット
障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福） AJU 自立の家

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

設し、住宅の改造などの相談で対応。
《相談日》生活の道具相談室と同じ
＊受付、場所は生活の道具相談室と同じ

ホームページができました！！
http://sumai-sien.hp.infoseek.co.jp/

情報募集中！

編集後記
夏も終わりに近づきましたが、今年の夏、読
者の皆さんは何が一番印象に残りましたか？
私は 7 月16日に発生した「新潟県中越沖」地震
が印象に残りました。 3 年前に地震で被災した
新潟で再び地震が起きたことに心が痛みます。
日本は「地震列島」と言われています。いつど

自立支援法への意見、町で見つけたアクセシブ
ルな穴場、あら？ちょっとおかしいな？と思う車
いすトイレの造り、親切なお店、グルメなお店、
みんなに聞いて欲しい事件などなど、皆さんから
の情報をお待ちしています。
ぜひぜひ、編集部までご連絡下さい

こにいても、災害に直面する危険性はあるわけ

■編集部

です。皆さん万が一の備えは大丈夫ですか？
今一度、防災ついて考えてみてください。
今後も福祉情報誌の
スタンスは変わらず、

ＴＥＬ

052-841-9888

ＦＡＸ

052-841-3788

E-mall

f-joho@aju-cil.com

お待ちしていま〜す

読者の暮らしに役立つ
情報を提供していきます。

隔月発行
年間購読料 1,500 円
振込先 ： 郵便局 00890-0-905073
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