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ダイエット関連特集(？)

まち＆でつのダイエット関連特集（?）

介助の達人、ヘルパーさんにきこう！

みなさ〜ん！

こんにちは〜。

二人とも40代半ばに差し掛かり、脳性マヒのアテトーゼ

という障害にも年季が入ってきました。現在は二人とも外出時は電動車いす、室内では手動
車いすを使用しています。まちもでつも乳児期に高熱が原因で障害を持ちました。まちは元々
歩くことが出来なかったので若かりし25才頃までは歩行器にぶら下がって、ダダダーッてい
う感じで歩いていました。でも26才の時仕事のし過ぎ AND 遊び過ぎで無理がたたり、首が
痛くなり、２ヶ月ほど歩行器で歩くのを止め、痛みの方は治まったものの、つかまって歩く
ことが怖くて移動手段を車いすに変えました。やっぱりねえ、歩かなくなると運動量も減り、
その分余計にポッチャリ系になったまちです。一方でつの方は自力歩行が可能だったので、
33才頃まではタッタカと歩いていました。歩いていた頃のことですが、聞くところによると、
職場への通勤途中、地下鉄を使っていて電車に乗ろうとして足を踏み外し、電車とホームの
間の、すき間に落っこっちゃったんだってぇ・・・で、慌てて駅員さんが引っ張り出してく
れて今もこうして笑って飲んでいられますが、昔はそれくらいの体型だったんですね。（う
わ〜、スッゴイいやみ）その後本格的な二次障害になり、日常生活全般において介助を依頼
することも多くなりました。
このように重い障害を持つ人が高齢化や障害の重度化に伴い運動量が減少し結果、体重の
増加や身体の動きが鈍くなり、そのため身体介護を受ける際、転倒や介助者の腰を痛めると
いった事故が起きやすくなっていると思います。このような事実を少しでも解消できないか
と、食事療法体操といったダイエットを試みたものの、現状維持を保っているかなあという
有り様です。（まちの方はこの冬休み、子どもに怒鳴り散らしてそのやけ食いが増し、かな
りヤバイかも・・・）
ということで、今回は「このままこの体重を維持したいけど無理かも？」と思いつつ、ヘ
ルパーさんたちの苦労と工夫についても知りたいと思い、移乗介助（ベッドから車いす、車い
すからトイレの便座など利用者が移動するときに介助を伴う）についてのアンケートをとるこ
とにしました。その結果をまとめたものです。
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BY まち＆でつ

ヘルパーさんの内訳

を求めた。その時はその人のズボンのベルト
を持ちベッドへ移乗することにした。

今回は移乗介助を経験している 23 名の方に

まちでつから一言、二言：「トイレ介助」は利用

ご協力をお願いしました。

者も介助者も焦るよねえ。できれば余裕を持っ

・年齢

てトイレに行きたいものですが、特に二次障害

20 代

30 代

40 代

50 代

60 代

7人

3人

5人

4人

4人

で首を痛めている場合は、我慢ができないこと
が多いので…。また③の車いすのタイヤの空気

・ヘルパー歴

抜けも気をつけたいものです。

1〜3 年

4〜9 年

10 年以上

無回答

5人

10 人

7人

1人

まち：外出時、たまにトイレ介助をお願いするこ
とがあり、私はつかまり立ちができ、車いすに
座ろうとしたとき、危なくないようにズボンの

まちでつから一言：中には 25 年間ヘルパーをさ

ゴムを持ってくれるのです。その方は主にお年

れている方もみえます。スゴイ・・・。

寄りの介護をされているので、無意識に手が出
てしまうのでしょうが、私にとってはちょっと

A) ご自身は移乗介助中に「ひやりっ！」と

恥ずかしいなあと思ちゃうんだ。

か「おっとっと…」というような危ない

でつ：でも、転倒しそうになったときには、防げ

思いをしたことがありますか？

ると思うよ。ちょっと、支えるぐらいならべつ
ある

ない

にかまわんけどな。ゴムのところを持って、移

16 人

7人

乗介助をやるのはどうかと思うけどね

まちでつから一言：「ない」と答えた方が 3 割

C) 移乗介助など「ご自身の身体に負担を感

ほどなので、ちょっと意外ですねえ。

じる」と思ったことはありますか？

B) A)で「ある」と答えた方へ。
それはどのような状況でしたか？
印象に残っていることなどいくつでもお

ある

ない

無回答

17 人

5人

1人

書き下さい。
D) C)で「ある」と答えた方へ。
主だった回答をまとめますと、

それは身体のどの部分ですか？（複数回答可）

①トイレ介助で利用者さんの足に力が入らず、
ズズズと座ってしまう感じで転倒した。
②車いすから車の移乗で以前は軽くできてい

腰

膝

肩

腕

その他

16 人

3人

3人

6人

2人

たが、ちょっとキツくなってきた。

（その他：首・全身と心）

③車いすのタイヤの空気が少なくて、利用者を

まちでつから一言：圧倒的に「腰」と答えた方が

乗せようとした時に、ブレーキが甘く、車い

多いですね。気になるのはその他の「全身」と

すが動いて利用者を乗せられなかった。

答えられた方。早期改善策を望みます。

④しっかりとささえきれず、フラッとする事が

E) 身体に負担をかけないように予防や工夫

ある。

をしていますか？

⑤車いすからベッドに移乗時、利用者が座り込
もうとされ、ベッドの横の床に座ってしまわ
れ、一人であげることができず事業所に助け

‑ 2 ‑

している

していない

無回答

16 人

3人

4人
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F) E)で「している」と答えた方へ。

G) それぞれの利用者のお宅で移乗介助をさ

どのような予防、または工夫ですか？

れていると思いますが、「ｏｈ！これは

普段心がけていることなどいくつでもお

すごい」というような福祉用具や福祉機

書き下さい。

器、移乗介助の方法があれば教えてくだ
さい。

主だった回答をまとめますと、
①腰に負担をかけないため、ベルトやコルセッ

主だった回答をまとめますと、

トを使用する。

①リフトがあると、小柄な介助者は力を使わな

②ボディメカニクス（移乗方法 etc）の見直し。

くて良い。

③ゆっくりあわてず一つ一つを確認して行い、

②生活に余裕のある方で、部屋の中央にベッド

無理な時（人手がある時）は一人で行わず二

を配置。左右どちらからでもアプローチでき

人で介助する。

る。

④ストレッチ、ウォーキング、運動などをして

③すべり止めマットを愛用している。

体力維持を心がける。

④ＮＨＫのためしてガッテンで「体格にかんけ

⑤移乗するときは利用者さんと体を密着させ

いなく移乗をされる介助方法」をみてｏｈと

るようにして、負担がかからないように心が

思った。

けている。

まちでつから一言、二言：やはりリフターを使用

⑥接骨院へ定期的に行っている。

されている利用者さんが多いですね。あとすべ

⑦身体をあたためて身体が動きやすいように

り止めマットは推測する
に介助者が足を滑らせな

している。（使い捨てカイロを使用）

いよう、床に敷いていま

まちでつから一言、二言：腰に負担をかけないた

す。それから④の「ためし

めベルトをして介助に望む方が多いようです。

てガッテン」は介護の特集

それから運動などをして体力維持を心がけて

をやっていて、泣いている顔がとってもかわい

いる方も多く、特に移乗介助は万全な体制でな

いタレントの山瀬まみちゃんが大柄の男性を

いと安全を保てないこともわかります。

ベッドから車いすに移乗していた場面を思い

ちなみに「ボディメカニクス」とは…

出しました。いわゆるボディメカニクス（技法）

（まちの調べ）

の一つです。

よく聞く言葉だけどようわからん…そこでま
たネットでカシャカシャ。
「ボディメカニクス」
と検索すると、
物理や力学の原理（てこの原理など）を

さいごにおまけ・・・

介護者や介護される側の姿勢や動作に応
用する技術で、重心や支持基底面を考えて

最後にこんな質問をしてみましたよ。

利用することで、最少の力で最大の効果を
得ることができると言われております。

ご自身はダイエットをしたことがありますか？

つまり、無駄な力を使わずに小さな人で
も大きな人をらくらく動かせるという、介

ある

ない

護に携わる者としては最低限身に付けて

20 人

３人

おきたい介護技術の一つです。
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「ある」と答えた方へ。

・ カロリー計算、食事（油っぽい物をひかえる。）

どのようなダイエットですか？

・ 朝キウイダイエット
・ 食事の記録をとって食事を見直す。体重を記録。

まちでつから一言：おもしろいことにこの質問が

・ 栄養補助食品をとりつつ食事を制限する。

一番多く回答がありました。以下にすべて掲載

・ サイクリング、ウォーキング、神経系を使う

してありますのでゆっくりとご覧あれ・・・

・ サプリメントを使用しました。
・ スポーツジムに通い、ダイエットをしたが、

・ しょうが紅茶を飲む

運動をやめたらまた元にもどった。

・ 玄米を良くかんで食べる
・ 食事管理

ま・と・め

・ 食べない

以上、移乗介助に関する質問と回答でした。正

夏だったのでフラフラになったがやせず・・・
・ 食事を切り替えるのと、水分補給の量

直、それぞれの質問に対して、ある程度予想して

・ 間食抜きダイエット

いた回答をいただきました。

・ 飲み物はお茶と水のみ。間食をしない。

●移乗介助は腰を痛めやすいこと。

・ 朝と昼は好きなものを食べて夜は野菜料理だ

●身体に負担をかけないため、ベルトなどを使用
し、運動をして体力維持を心がけていること。

け食べる。

●利用者側の障害、環境、経済的な問題もあり、

・ 週３〜４回、30 分〜１時間ウォーキングを

人力だけで介助している人も多いこと。

して２ヶ月で−４kｇという結果でした。
・ 寒天ダイエット（寒天を食べる。失敗）

改めて、この事実をヘルパー事業所や施設職員

・ 夜ごはんぬき（やせます）

そして利用者にも、再確認してもらい「介助者の

・ ローカーボ（やせます）

負担をいかに減らし、利用者が気持ちよく介助を

低炭水化物の食事をする（ご飯やパンなどを

受けるにはどう工夫するか…。」ということを考

少なめにとる）

えるきっかけになれば…。また、普段、利用者と

・ 低ＧＩ（炭水化物 少なめのものを食べる。)

介助者が一対一であることが多く、そのため介助

・ 運動・炭水化物を減らす。

者は、他の介助者と情報交換する機会が少なくな

・ 食事制限（野菜を多く取る。間食をひかえる）
・ 夕食を減らす。
（おかずだけにして、白ご飯を

ります。介助での疑問点や、こう対応している、
というアドバイスを共有できれば、もっと、介助

食べないようにする）

を受けやすく、介助しやすくなると思います。そ

・ 野菜を初めにたくさん食べる

して、ヘルパーさんたちもストレッチなどの運動

・ リンゴダイエット

をして体力維持に心がけてくれています。そんな

・ バナナダイエット（失敗しました。）

ことも考えて、ヘルパーを利用する私たちも、ベ

・ 青汁を飲んでダイエットしています。

スト体重の維持を心がげていこうと思います。

（まだ効果はでていません。）

ご協力いただいたヘルパーの皆さん、どうもあ

・ 食事制限

りがとうございました。

・ ウォーキング
・ 水泳
・ カロリー計算
・ かんぽう薬

‑ 4 ‑
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もうすぐバンクーバー・パラリンピックだ！

もうすぐバンクーバー・パラリンピックだ！
突撃レポート 「車いすカーリングを体験してきたよ？！」
みなさ〜ん、こんにちは。でっちゃんです。バンクーバーオリン
ピックがはじまり、早朝から昼にかけて生中継され、メダルの行方
が気になるところです。前回のトリノ大会で有名になった「カーリ
ング」。みなさん、ご存知でしょうか？「あの“アイロンみたいな
まあるい石”をブラシでこすって滑らせるスポーツ！！」です。私
は、テレビを観ていて、やってみたいなあと思っていました。また、
障害を持っている人のオリンピック「パラリンピック」でも、2006
年のトリノ大会から「車いす（チェア）カーリング」は、正式な競
技となりました。残念ながらこのときは、日本は出場しておりませ
ん。そして、３月 12 日から開催されるパラリンピックには、日本
代表チームが、初出場します！！そんなカーリング。体験してから
テレビで観るか、観てから体験するかはあなた次第！です・・・♪
そこで、カーリングの体験教室に参加してみることにしました。
（でっちゃん：脳性まひ、電動車いす利用、言語障害あり）
ます。勝ったチームの得点は相手のチ

まずは、ルールを調べなくっちゃ！

ームのストーンよりさらに中心に近い

ぜんぜんルールがわかっていない私は、まず、

ストーンの数だけ得点となります。
（相

一般的なカーリングのルールを調べてみました。

手チームは０点）

カーリングのルール
カーリングの競技は、
「スキップ（主将）」
「リ

白２−０黒

白１−０黒

白１−０黒

１エンド目はコイントス

ード」「セカンド」「サード」の４人１チー
ムで行います。
スキップの指示によってリード、セカンド、
サード、スキップの順で相手チームと交互
にひとりが１個づつ２回、氷の上を滑らせ
ます。
２チームでストーン１６個を投げて１エン

で先攻、後攻を決めま

ド（１回戦）

すが２エンド目からは

正規にはこれを１０エンド（１０回戦）行
い、競技時間は約２時間４０分かかります。
（１エンドは約１５分）

シーンでの一発逆転が

得点は両チームがストーンを投げおわ

あります）

った時点で決まります。

（軽井沢風越公園スカップ軽井沢ホームページ

ハウス（円）の中心に最も近いストー

より カーリングって何？）

ンのチームがそのエンドの勝者になり
№104
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先攻となります。（後攻
の方が有利で、ラスト

カーリングの得点

2010.02.20
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BY でっちゃん

車いす（チェア）カーリングは・・・
ブラシを使って氷の表面を掃かない！
チーム

これで準備万端！
と思いきや･･･！一番大事な「カーリング」を体
験させてもらえそうなところを探さないと･･･。そ

１チーム４名で変わりはありませんが、チェアカ

こでやはり、各地の「カーリング協会」に問い合

ーリングは男女混合が条件となっています。下肢

わせるのが、手っ取り早いようです。

障がいで、日常的に車いすを用いている方の競技

カーリング協会

です。クラス分けはありません。

私は、さっそく、愛知県カーリング協会に問い

投げ方
どうやってストーン（石）をデリバリー（投球）

合わせをしました。
***********************************

するのか、興味あるところと思いますが、人間（＝

件名：愛知県カーリング協会御中

車いす）は動かないで、手またはキューというス

カーリング体験についてのおたずね

ティックを使ってストーンをリリースします。慣

私は、名古屋に住んでいる車いす利用者です。

れ次第で、イン/アウト（右/左）自在にターンを

この程、カーリング体験に参加したいと思い、

かけられるようになります。キューをつかめない

メールしました。

方のための装具開発も進んでおります。試合で

希望日は１月３０日土曜日

は、デリバリーする車いすが動かないように、後

そこでお聞きしたいことがあります。

ろにメンバーが付いて固定します。

1. この体験は車いす利用者も参加できます

スウィーピングの禁止

か？

スウィーピングというブラシでアイス面をこす

2. デリバリースティック（キュー）は貸し出し

る動作は禁止されています。

ていただけますか？

点数／試合時間

お手数ですが、返信していただければ幸いです。

1 試合は８エンド（野球でいう回）で行われ、各

***********************************

チームの持ち時間は 68 分間と定められました。
得点の数え方は一般のカーリングと同じで、この
競技の神髄です。

後日、愛知県カーリング協会より「愛・地球博
記念公園アイススケート場」にて行われる体験の
「参加ＯＫ」、「デリバリースティックも貸し出し

装備／持ち物
車いすは普段お使いのもので問題ありません。た
だしデリバリーするときに足を付いてはいけま
せんので、足置き等ご配慮ください。服装はスキ
ーウェアなど。寒い（5℃ぐらい）ので、とくに
下半身の防寒は念入りに。転倒時の備えとして
も、毛帽子、手袋等を用意してください。キュー
は基本的には個人装備ですが、体験会や練習試合

ＯＫ」という、お返事をいただきました。ここで
行われている体験は、カーリング大会の開催期間
中、試合と併行して行なわれ、開始時間が 20 時
30 分から 21 時 50 分となっています。そんな中
「愛知県カーリング協会のホームページ」で以下
の「インフォメーション」があり、私はこちらに
行ってみることにしました。

などでは貸し出しされることが多いです。ストー
ンはどこのカーリングホールにもあるもので、個

岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場におい
て、カーリング教室が開催されます。
教室：9:時から 11 時

人で揃える必要はありません。
（車椅子カーリング競技

検索

JWCA 日本チェア

カーリング協会ホームページより）

（受付：8 時 30 分〜8 時 50 分）
参加資格：小学生 4 年生以上ならどなたでも！
参加費：無料
定員：30 名
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こちらも、恵那スケート場へメールにて確認を

めてでした。寒くはなく、上を見ると空と雲があ

したところ、「参加ＯＫ」、愛知県カーリング協会

り、なかなか開放感もあって気持ちいいものでし

に手配していただき、
「デリバリースティックも貸

た。氷の上の車いす（簡易電動）での走行も思っ

し出し OK」になりました。

たほど滑りはしなくて普通に走行でき、気持ちよ

いざ、体験教室へ！！

かったです。そして、中島選手を待っている間、
係の人から、このスケート場についての説明をき

ちょっぴり早起きをして、介助者と一緒に恵那

きました。

スケート場に向かいました。JR 中央本線快速・中

氷の中に氷を冷やすための管が通っていて、そ

津川行に乗り、武並駅で下車。名古屋から約 1 時
間で着きます。駅からは道案内の看板がでていて、
歩いて１０分ほどで到着しました。

の上に１０センチほどの氷を張るんだそうです。
氷が出来上がってからも、毎日、製氷作業で大き
な刃がついている車でカンナのように氷の表面を

ちなみに武並駅は中津川方面（上り）１番ホー

削り、お湯を撒き、平らにならしているそうです。

ムは地上にあり、名古屋方面（下り）２番ホーム

なお、「アイススケート場は今シーズン、２月

はエレベータが設置されています。この駅は恵那

21 日までの営業となりますが、座った状態でス

市がＪＲから委託を受け乗車券類の販売を行って

ケートリンクを滑れる器具がありますので、遠慮

おり、窓口営業時間

なくご相談ください。できる限り対応させていた

は、７時から１４時

だきます。
」とのことでした。

３０分まで（休憩時

クリスタルパーク恵那スケート場

間あり）となってお

《アイススケート営業》

り、スロープが必要

営業期間：11 月 22 日〜２月 21 日（無休）

な方は、ＪＲ東海中

営業時間：８時 30 分〜20 時 30 分

津川駅に問い合わせてみてください。

滑走料：大人 1000 円、高校生 800 円、

ＪＲ東海中津川駅 TEL 0573-66-1201

小中学生 500 円、

FAX 0573-65-6921

小学生未満無料

そして、受付をすませ参加者全員で道具と注意

入場料（見学の方）
：100 円

事項の説明を受け、まずはシッカリ準備運動。カ

貸し靴：一足 500 円

ーリングは股関節の柔軟性が大切らしいです。今

駐車場：約 200 台（無料）

回の体験教室にはパラリンピック車いすカーリン

多目的トイレ有り

グ日本代表チームのキャプテンの中島選手が指導

問い合わせ先

にきてくださるとのことでした。

恵那市教育委員会スケート振興室

屋外リンクは気持ちいい〜っ♪

〒509-7122

準備運動が終わったら氷の上へ…。係の人に「外

岐阜県恵那市武並町竹折 970-1

に出てくださ〜い！」といわれ、
「えっ！屋外リン

TEL 0573-28-3390

クだったんだ。Ｏｈ、天気がよくてよかったわ〜。」

FAX 0573-28-3369

天気のことなど何にも考えずに体験教室に参加し

冬季はスケート場としてスピードスケートや一

た私。こんな私は、スケート経験（氷上）は初め

般滑走等に、冬季以外はインラインスケートやフ

てではなく、小学生（まだ、歩いていた）の頃に

ットサル等の軽スポーツや各種イベントに利用で

数回、屋内のスケートリンク（氷上）を滑った？

きる多目的施設です。日本で最も西の屋外 400m

転んだ？ことはありました。でも、屋外リンクは、

スピードスケートリンク。風の影響が少ない。

初めて…。車いすを利用しての氷上はもちろん初
2010.02.20

№104

AJU 福祉情報誌

-7-

BY でっちゃん

パラリンピック・車いすカーリング日
本代表チームキャプテン中島選手登場

いのか、距離が延びません。そこで私は、キュー

３つのグループに分かれて、いよいよカーリン

先ほどより距離は延び、3 メートルぐらいは届く

グ体験です。私はデリバリースティック（以下、

ようになりました。中島選手は「脚を使ってスト

キュー）を使うグループで、私ひとりだけしか希

ーンを投げる方は、あなたが初めてです。
」そして、

望者がいなかったので中島選手にマンツーマンで

愛知県カーリング協会の方も「ルール上は、体の

指導していただきました。キューは車いすの選手

一部を使って投げるので問題はないですね。
」それ

のために開発されたものではなく、高齢者や足腰

に「足は、投げているときにアイス表面に触れて

の弱い人のために開発された道具だそうです。さ

いないですし･･･。」といっていました。というこ

っそく、私もキューを使ってストーン（石）を投

とで、私は脚を使って投げることにしました。介

げてみました。

助者とちょっとした

を使わずに脚を使って投げてみました。今度は、

約 30 メートル先の

ゲームをしてみまし

ハウス（円）までは

た。ハウスまでの距

ぜんぜん届きませ

離を 3 メートルから

ん。１メートルぐら

4 メートルにし、交

いしかいきません。

互に 1 投ずつ投げて

テレビを観ている

みました。私は意外にも結構、ハウスの中にコン

とそんなに距離は

トロールできました。あっという間に 2 時間が過

感じませんが･･･。

ぎてしまいました。

実際はかなり遠く

いっぽう・・・

に感じました。ちなみにストーンの重さは２０キ
ロ。あらかじめリンク上には、抵抗を減らすため
水を撒き氷の細かい「粒」を作ってあるんだそう
です。そして、カーリングの語源は、ストーンが
回転しながら滑る様子が女性の髪（カール）に似
ているところから付けられ、試合では 30 メート
ルの間に、３〜４回転くらいの緩やかな回転をさ
せるそうです。カーリングは、日本ではここ数年
で競技人口も増えつつありますが、まだまだメジ
ャーではありません。でも実はとても簡単に、手
軽に始められるスポーツです。年齢性別に関係な
く、また障害のある人
でもすぐに始められ

同じ日の 20 時 30 分から 21 時 50 分「愛・
地球博記念公園アイススケート場」にて行われて
いる体験会には、編集部のメンバーが行ってきま
した。なんと、私が恵那で会った中島選手と愛知
県カーリング協会の方がつきっきりで指導してく
れたそうです。中島選手は長野を朝５時に出発し
て、恵那で私たちと付き合い、夜は 20 時から 22
時近くまで本誌の取材で付き合ってくれたことに
なります。中島選手、本当にありがとうございま
した。愛知県カーリング協会のみなさま、ありが
とうございました。
愛知県カーリング協会
事務局長

ます。

問い合わせ先

種村 明久

メールアドレス

さて、中島選手にい

〒453-0016

ろいろお話をききな

愛知県名古屋市中村区竹橋町 9-6

がら、私はキューを使

有限会社種村写真館内

って、何回か投げてみ

FAX052-451-0153

ましたが、手の力が弱

メール・ＦＡＸにてお願いいたします。
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体験希望者、大歓迎。事務局に申し込んでいた

今回（でっちゃん）は・・・

だければ、喜んでお手伝いしてくれるとのこと。

「カーリングを楽しむ」というところまでは、

体験会に参加した編集部のメンバーに感想を

いきませんでしたが、それでも、氷上の雰囲気、

きいてみました。

屋外リンクならではの開放感など、普段の生活で
は味わうことのないことが体験できました。そし

かつみさん（脳性まひ、電動車いす利用）

て、車いすカーリングの選手登録 60 名程度とい

多分、やればやるほど奥が深いんだろうなと

うことで、４人一組（男女混合）で試合に出場と

思いました。ただスーパーアスリートの様な

なるので、全国で１０チームぐらいの計算に…。

障害者じゃなくてもだれにでも挑戦できそう

もしかすると、いきなり県の代表になって、日本

だと思いました。

選手権に出場できるかも？！これはみなさん、
「チ
ャンス！」ですよ。それから、私のように手の力
が弱く、ストーンの距離が延びない場合でもロー
まーくん（脳性まひ、独歩、難聴）

カルルール（独自ルール）などつくれば、障害が

カーリングって凄い奥が深いな。投げ方はボ

あるなしにかかわらず、楽しめる（熱く燃える）

ーリングと同じ感覚でした。要するに球がず

スポーツだと思います。みなさんもぜひ体験して

れていく…。これも僕の性格が出てる？もっ

みませんか？

と練習すればうまくなるはず…。15 年若かっ

そして、もうすぐパラリンピックです。車いす

たら…。カーリング人口は少ない事で、誰で

カーリング日本代表チーム『クリスタルジャパ

も挑戦できそう。カーリングをやってる方々

ン・チェア』を応援しよう！！

は色々な人生を抱えながらも楽しくやってる
中島洋治選手 45 歳

なと感じました。

脊損

カーリング歴６年

愛愛知県立芸術大学 WCCP でキューの開発をや
っていて、今シーズンも５回〜６回
運んでいる。
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愛知に足を

かつきのページ

ヤドカリと巻き貝
堤 剋喜
見るでもなくテレビがついていた。
テレビから出る音を漫然と耳に入れながら、ほかごとをしていた。
＜ああ、確かこれはフクロウが登場するときの BGM。＞
画面に目をやる。映っていたのはメガネザルだった。
ＮＨＫの音楽担当者が、民放の裏番組のサウンドトラックから、
元々フクロウのために作られた曲を選び、メガネザルの場面に転用したものと理解した。
フクロウとメガネザル、どこか似ている？
見たところ、大きな目が顔の正面に並んでいることしかない。
敏捷さと秒数で選曲したのだろう。
放送や映画で切り貼りしながら使う音楽は消耗品で、使い回されるのが当たり前になっている。
けれども、この形で放送されている以上、
フクロウの曲をメガネザルのテーマとして記憶する人も少しはいるはずだ。
複雑な気分になる。
器楽のコンサートなら、義理で出向くとき以外、とりあえず曲目を確認してから、行くかどうかを決める。
ものは試しというのも悪くはないけれど、
お目当てにできる曲が一つもないとなれば、この賭は外れる確率が高いと思って、ふつうは敬遠する。
だから、「当日聴いてみないと判らない」演目は残り物。
その中に気に入るものがあれば儲けもの。
生演奏を聴きに行く（観に行く側面もある）直前に、
わざわざ CD で予習するのはおすすめしない。
初物の方がよく効くし、はじめに本物と会う機会は、稀少だ。
気に入ってからもう一度楽しむために複製品を使えばよい。
チャイコフスキーの弦楽セレナーデも、「残り物に福」候補だった。
曲名を見ても、どんな曲か判らないまま会場にでかけた。
初めて聴くはずなのに、演奏にすんなりついて行ける。
「これは当たりだ」と喜んだ。
繰り返される主旋律に、うまくはまる歌詞の断片が浮かんでくる。
「あの歌によく似ているなあ。」これが弦楽セレナーデに対する僕の第一印象だった。
正解はおそらく「あの歌が弦楽セレナーデに似ている。」
最初の思い込みは強力で、正直、この答えにたどり着くまでにずいぶんかかった。
苦しいたとえだけれども、歌詞はヤドカリで、弦楽セレナーデは巻き貝にあたる。
生きた巻き貝より先に、巻き貝の殻を背負ったヤドカリに会った。そんなところだろう。
本物のヤドカリは自分で貝殻を探すし、貝殻の主の巻き貝は死んでいる。
弦楽セレナーデは、演奏されるたびに再生する。
巻き貝を歌詞というヤドカリに合わせた作り手は、作曲者だと名乗っていた覚えがある。
主旋律を共有させたのだから、作曲ではなくてアレンジ。
原曲を明示するのが仁義だし、聞き手にも親切というものだ、と文句をつけたところで
「チャイコフスキーの著作権はとっくに消滅しているし、弦楽セレナーデは名曲だから、
編曲したと断らなくてもいい。古典的な楽曲を元に新曲を作るのも作曲技法だ。
弦楽セレナーデを知るのが遅かったのはあなたの素養とか趣向の問題。
元の曲が何なのか知らなくても、楽しめる歌を作った。私には著作権がある。」
といわれればそれまでだ。
生き物としては、巻き貝もヤドカリも貴賤はない。
普段、自分のものだと思っている持ち物や能力は、どれもこれも、見方を変えれば、
共有物か、一時借りているもの。
‑ 10 ‑
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『あいち住まい
・まちづくり研究会』
を傍聴して、
考えたこと 思ったこと

愛知県では、県下の住まい・まちづくりを
総合的かつ計画的に進めるための基本計画
「あいち住まい・まちづくりマスタープラン
2015」
を平成 19 年 2 月に策定しています。
このマスタープランは社会経済情勢に応じ
て概ね 5 年で見直すことになっているそう
です。本格的な見直し検討は平成 22〜23
年度に行う予定で、現在は、準備期間として、

テーマごとにその分野の識者の方や取り組みをしている方等の課題提案があり、行政等と意見交換する
場「あいち住まい・まちづくり研究会（平成 21 年 12 月〜平成 22 年 2 月）」が設けられています。課
題提案者は、大学教授等の学識経験者、弁護士、建設事業者団体、ＮＰＯ団体の方等の参加があり、意
見交換者は愛知県をはじめ国、名古屋市等公的機関の住宅担当者が参加しています。誰でも傍聴可とい
うことで、私も参加しています。しかし、障害者（特に車いす使用者など肢体不自由）を対象とした計
画はどうなるのだろうか。一人暮らしをしようとしたとき、家探しにおいては依然として大きな課題に
なっているはずなのに…。そこで、愛知県の担当者にお話を聴きに行ってきました。
ちか（関節リウマチ:電動車いす、松葉杖使用）
今後は高齢者の単独世帯が増加する見込みであ

マスタープランの目的

る。

1 愛知県におけるこれからの住まい・まちづくり

住宅ストックの状況

のあるべき姿、目標を示し、県民・事業者と共
有する
2 実現にむけて愛知県が取り組むべき施策の方
向を明らかにする

2008 年の愛知県の総住宅数（空き家などの居
住世帯のない住宅を含む）は 3,132,900 戸。総
世帯数（同居世帯及び住宅以外の建物に住む世帯

３ 県内の市町村が取り組むべき施策の指針とする

含む）は 2,791,600 世帯。1 世帯あたりの住宅
数は、1978 年の 1.100 戸／世帯からほぼ横ば

少子高齢化と人口減少

い。2008 年は 1.12 戸／世帯。

社会情勢は、今後ますます少子化、高齢化が進

（「あいち住まい・まちづくり研究会」配付資料より）

み、若い世代が少なくなること。
愛知県の人口は 2015 年の 7,392 千人をピー

◆愛知県建設部建築担当局住宅計画課企画グルー

クにその後減少傾向となり、2035 年には、現在

プ 主査 武田博幸さん、同課住宅・街づくり事業

の人口を下回る 6,991 千人になると推計されて

グループ 主任主査 成田清康さん、公営住宅課計

いる。

画・指導グループ 主査 山本卓矢さんにお聞きし

また、愛知県の世帯は 2025 年の 2,977 千世

ました。見直し後のマスタープランは平成 23 年

帯をピークにその後減少傾向となり、2030 年に

度に策定される予定なので、現行マスタープラン

は、2,971 千世帯になると推計されている。

についてお聞きしました。
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ちか：課題と思われることは何ですか？
愛知県：①の課題等として、制度の周知活動が挙
げられるので、より一層、様々な機会を利用し
て、制度の普及・活用の取り組みを進めていく
ことが必要だと思います。

補助金やサポートについて
ちか： 名古屋市では以下の６点ほどの施策があり
ます。
1 障害者世帯向公営住宅入居あっせん

障害者を対象とした取り組み

2 市営住宅家賃の減額

ちか：「あいち住まい・まちづくりマスタープラン

3 市営住宅駐車場使用料の減額

2015」における障害者を対象とした取り組み

4 障害者住宅改造補助金の支給

にはどのようなものがありますか？

5 障害者賃貸住宅入居等サポート事業

愛知県：県では、①公共賃貸住宅の対応の推進、

6 グループホーム・ケアホーム

②良質な民間賃貸住宅の供給と入居支援、③民

４と５について民間住宅を対象とした愛知県の

間住宅のバリアフリー化の推進、④人にやさし

方針のようなものがあれば教えてください。

い街づくりの推進

愛知県：４については、障害のある方又はその同

を実施しています。

『良質な民間賃貸住宅の供給』

居親族が障害者向け住宅への新築・増改築・改

愛知県地域優良賃貸住宅制度（平成 20 年度

造を行う際に、障害者住宅整備資金貸付事業を

スタート）…障害のある方などを入居対象と

行っています。(愛知県健康福祉部 障害福祉課

して、良質（住宅の規模、家賃、管理等）な

事業内容より) ５については、あんしん賃貸支

民間賃貸住宅を建設する場合、建設費の一部

援事業が入りますし、障害者世帯の入居を敬遠

を事業者に補助する制度。

しない賃貸住宅についての家賃債務保証制度の

成果として、21 年度に 2 件の活用（入居対

活用を推進します。

象は高齢者のためバリアフリー化と緊急通報

ずーっと困っています

設備を整備）がある。
『入居支援』

ちか：（傍聴して）情勢を考えれば、一人暮らしの

※

あんしん賃貸支援事業（平成 20 年度スター

高齢者、子育て世帯（母子家庭含む）、外国人、

ト）…障害のある方などが円滑に民間賃貸住

また、非正規雇用の方々の居住や支援、防災や

宅に入居できるように、物件の登録・情報提

まちづくりにおいては様々な人たちとのコミュ

供と居住支援に関する情報提供を行う制度。

ニティづくりと、いろいろ重点課題として挙が

成果として、障害者が入居できる住宅として

りそうですが、バリアフリーな住まいを必要と

7 市町（名古屋市、春日井市、豊田市、小牧

している障害者が一人暮らしをするとき、地域

市、瀬戸市、大口町、扶桑町）で、26 住宅

で暮らすときの基盤である住まい探しは楽にな

（249 戸）の登録がある。

ったとは聞きません。この点については忘れら

（22 年 1 月 18 日現在）

れているのでしょうか？

愛知県：現計画の策定時に、ＮＰＯ等を対象とし
て地域ワークショップを４回開催し、障害者に
‑ 12 ‑
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「あいち住まい・まちづくり研究会」を傍聴して

関する提案を頂いています。マスタープランは

ちか：知的や精神障害のある方の声は、これまでは

世の中の動きに合わせてつくっており、日常的

表に出にくかったからだと思います。肢体不自

なことになってしまうと、問題として表面化し

由の障害では、まちづくり運動は長い歴史があ

にくいかもしれません。

り、今、まちの中で、車いすの人の姿を本当に

ちか：そう言えば、先日のあいち住まい・まちづく

よく見かけるようになりました。そういう点で

り研究会で障害者の地域移行にあたり住宅が足

は、肢体不自由については新しさはないという

りないというお話が大学の先生からありました

ことになってしまうのですね。

が、精神障害者、知的障害者ということばや文
字はありましたが、肢体不自由については入っ
ていませんでした。

障害者と高齢者の違い
ちか：これは私の体験ですが、以前、名古屋市住宅

愛知県：たぶんトピックスとしての話だったと思

供給公社の方に転居先（公営住宅から公営住宅

います。

への転居について）を相談していた時期があり

ただ、この頃は肢体不自由の方が住まいで困っ

ます。担当者は現地まで行って、スーパーが近

ているという話は、あまり聞かない気がしま

くにあるかどうかなど環境も調べてきてくれた

す。精神障害、知的障害者の方々はしばしばお

ようでした。しかし、障害の状態も伝えていま

聞きします。

したが探してもらったところは、共有廊下と玄
関の上がり口に段差があり、上がりかまちもあ
るという住宅でした。共有廊下と玄関の上がり

《参考》

口には常時スロープを設置することはできませ

福祉施設の入所者の地域生活への移行

ん。私が外出や帰宅するときは誰かがいなけれ

長期の入所が常態化している入所施設から地域生活への移行を
次のとおり推進する。
身体障害者 知的障害者
施設
施設

項 目

「自分も親の介護をしたことがあるのでよくわ

合 計

平成 17 年 10 月 1 日現在
の施設入所者数(A)

1,497 人

平成 23 年度
末における
施設入所者
数(B)

1,350 人

削減数
(A‑B)

147 人
( 9.8％)

158 人
( 5.5％)

305 人
( 7.0％)

地域生活移
行者数
同移行者数
(平成 18･19
年度累計)

180 人
(12.0％)

460 人
(15.9％)

640 人
(15.0％)

40 人

135 人

175 人

目標値

実績

2,888 人

ばいけません。そう話すと、その担当者の方は、
かる。出かけるときは介助をしてもらえばよい

4,385 人

のではないか。」と言われました。私は出かけ
2,730 人

るときは、電動車いすに乗ってひとりで出かけ

4,080 人

ているのでスロープの設置だけに誰かを頼むの
はナンセンスですと伝えました。

愛知県：介助の違いについてはわかりますが、障
害者と高齢者を施策、対策上明確に分類する必
要があるでしょうか。

ちか： サポートがないと動けないかもしれません
が、特に若年障害者では、これから、その人に

入院中の精神障害者の地域生活への移行
社会的入院を余儀なくされている精神障害者の退院促進を進める。
平成 18 年 6 月 30 日現在の退院可能精神障害者数

1,000 人

とっての「やっていこう」があるんです。高齢
者の方は何もしないと言っているのではありま
せん。個人差がありますし。うまく説明できま

目標値
実 績

平成 23 年度末までの退院者数

835 人

平成 19 年度の退院者数

280 人
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高齢者等ではなく、障害者と高齢者

今回のマスタープラン見直しでも、前回同様検
討委員会と同時に県民、ＮＰＯから意見、提案

ちか： このマスタープランの資料の中でも、大項

を頂く地域会議を開催していく予定ですのでよ

目、中項目…というように末端になってくると、

ろしくお願いします。

「高齢者や障害者」→「高齢者等」や「高齢者」
といった表現になってきます。違いがしっかり
認識されていないところにもってきて、ことば
が消えてしまうと、やはり「障害者の現状」は

公営住宅の今後
ちか： 公営住宅は今後、

忘れられてしまいます。

新築される予定はあ

愛知県：特にマスタープランといったものでは、
バリアフリーが必要ということで、「高齢者等」

りますか。

愛知県：この経済状態や

といった表現の中に「障害者」の対応も含まれ

社会情勢では新築は難しいです。建て替えはあ

ています。

ります。建て替えた場合は、建て替え前より戸
数は減ります。理由は日照のことを考慮したり、

愛知県の『人にやさしい街づくりの推進に関
する条例』でも、高齢者、障害者等となってい

駐車場を設置するからです。建て替え計画に向

て、障害者のためにということではなく、高齢

けて、入居募集はストップしますから、建て替

者も障害者も同じ扱いになっています。

えで戸数が減っても建て替え前の入居者の方は

ちか：この条例は、そのような表現にはなっていま

そこで居住したい意思があれば居住できます。

すが、私は、つくった当時の社会の状況は障害

また、新築では、上がりかまちはなく、浴室の

者は人並みではなくまちに出かけることも大変

出入口もフラットにしています。
（現在、愛知県

で本当に困っていた。だから、障害者（車いす

の公営住宅戸数は 6 万戸。うち名古屋市内に 2

使用者等）も含めた「誰もが」という意味だと

万戸。）

思います。障害者（車いす使用者等）が段差等
に困ることがないスムーズにアクセスできるま

※あんしん賃貸支援事業

ちは高齢者やベビーカーを押している方たちに

国土交通省と厚生労働省、地方公共団体等の連

とっても利用しやすい…、そういった意味で「誰

携事業。民間賃貸住宅の市場において、高齢者、

もが」と思っています。

障害者、外国人及び子育て世帯の入居を受け入
れることとする民間賃貸住宅に関する情報など

福祉と建設（建築）の協働・連携

を提供するとともに、様々な居住支援サービス
の提供を促すことにより、高齢者等の居住の安

ちか：愛知県の『ひとまち条例』は全国でも珍しく、

定確保と安心できる賃貸借関係の構築を目的と

福祉課ではなく建設（建築）の方がつくってい

し、国土交通省において実施する事業。

ます。ところで、福祉と建設（建築）の協働・

【愛知県概要】平成 20 年 9 月 12 日事業開始。

連携は必要だと思いますか。

愛知県：それはよく感じます。例えば、年金や介
護保険といった制度のことをもっと詳しく知っ
ていれば、よりよい取り組みにすることができ

・協力店：151 件
・あんしん賃貸住宅：201 棟（2,830 戸）
・居住支援団体：3 団体（他に名古屋市及び春日
井市も市の事業を居住支援情報として登録）

るかもしれない。福祉と建設（建築）、特にま
ちづくり関係では似た事業内容がある。ただ、

登録申請受付件数（平成 22 年 1 月 29 日現在）

実際にやろうとすると調整など時間がかかり難
あいちマスタープラン

しいことが多い。
‑ 14 ‑
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「あいち住まい・まちづくり研究会」を傍聴して

おしまいに

必要としている人は肢体不自由の人たちだけでは

13 回＋2 回。これは私の公営住宅（名古屋市）
申込み回数です。13 回は単身向け、2 回は世帯
向け(いずれも一般募集)。幸運にも、現在は平成１
３年に建築された世帯向け公営住宅の抽選に当た
り住んでいます。上がりかまちの段差解消やトイ
レスペースを広くするなどバリアフリーに改修も
でき快適です。長〜い長〜い、親との戦いがあり

ありません。他の障害のある方、高齢者もそうで
す。高齢者では自宅をバリアフリーに改修したく
ても不可能な家もあります。バリアフリーを必要
としている方は大勢います」。究極、住まいはみ
〜んなバリアフリーにするしかないのか。どちら
にしても、当事者の体験談を地道に語っていくこ
とが現実的なまちづくり、住まいづくりに繋がっ
ていくことになると思います。

ましたが、今はなんとか過ごしています。

民間住宅入居については、補助やサポートが充

20 歳前後になれば、自然と親元から離れ、ひ
とり暮らしする…ということが、障害があっても

実すればと思います。

なくても変わりなくできるようになればと思いま
す。
今後、平成 22 年度からは団体とテーマ別に検
討するそうです。
愛知県でのヒアリングでは、「バリアフリーを
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旅の空から
皆さん、こんにちは。いつも旅行情報を掲載していただ
いている（株）チックトラベルセンターの松本です。
寒い日と暖かい日が交互にやってきて体調管理が難し
い季節ですね。寒いときは暖かいハワイなどに行ってみた
いという人も多いので、今回はハワイの観光についてお知
らせしましょう。

されています。ただトイレは男女別に扉の大きな

ホノルル国際空港

車いす用トイレが一般的です。最近では改装して

ハワイ旅行でまず皆様が到着する空港といえば、 異性の介助者が一緒に入ることができるものもで
ホノルル国際空港です。この空港の素晴らしいと
きています。空港には、車いすご利用のお客様に
ころは、開港以来大きな事故を一度も起こしたこ

は専用スタッフが案内してくれるありがたいサー

とがない優秀な空港です。日本や台湾、韓国など

ビスもあります。個人旅行の場合は飛行機を降り

からたくさんの国際線航空機が離発着するだけで

て、自分の車いすを受取ってから係員が入国、荷

なく、アメリカ本土から国内線として大型航空機

物受け取り、現地係員と合流するまで付き添って

がさらに多く飛んできます。最近ではオバマ大統

くれます。この人には３〜５ドル程のチップが必

領がハワイで休暇中にハイチで地震が発生したと

要となりますが、これが彼らの給料でもあります

いうニュースを耳にした人も多いはずです。この

ので、ケチらないで渡して下さい。

ホノルル空港を離発着する飛行機を安全に誘導し
ているのが空港管制官です。空港を利用する飛行

ハワイの魅力は？

機は、すべてこの管制官の指示によって離陸や着

珊瑚礁の海に囲まれたオアフ島では、是非一度

陸をするのです。優秀な管制官がいるからこそ、

は海に入ってみて下さい。ハナウマ湾というとこ

私たちも安心して旅行ができるというものです。

ろは崖の上から眺めると魚がたくさん泳いでいる
のがご覧いただけるところです。ところがこの魚
は熱帯魚ではなく、ボラのような姿をした大きな
魚です。崖の上から見える黒い魚なのでかなりの
大きさがあるのです。以前、海の中に立って後ろ
向きに歩きながら、車いすの方の両手をひっぱっ
てシュノーケルをお楽しみいただいたときです。
水中メガネで下を見ていたお客様が急に暴れたの
で何かと思ったら、目の前にボラみたいな大きな
魚が横切ってびっくりなさったのです。ここには
連結自動車で下の砂浜まで案内してくれる便利な

飛行機の中でも人工呼吸器と酸素をご利用になれます。

サービスがありますが、有料です。普段は車いす

では私たちが利用するターミナルビルはという

の人だけ無料で乗せてもらえるのですが、一般の

と、もちろん障がいのある人にも使いやすく設計

人はちゃんとお金を払って乗車しています。節約
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旅の空から

する人は歩いていけますが、車いすご利用の人は

そして日本の人にはちょっと肩身が狭いのです

この車をご利用なさらないと地獄を見るハメにな

が、パールハーバーという記念モニュメントがあ

ります。急坂！ハナウマ湾は公園としての管理が

る所がアメリカ人の観光スポットになっています。

厳しいため、入場料が必要です。公園管理に使わ

真珠湾攻撃で沈んだ戦艦アリゾナがそのまま残さ

れるお金です。週に１回だけ、誰も入れない日を

れており、その真上に記念館があります。ここは

設定しています。海や魚にもお休みが必要なので

立ち寄って資料館を見るだけなら無料で入場でき

すね。１日観光をしたい人は裏オアフまで足を伸

ます。アリゾナ記念館に入る前には必ず映画を観

ばしてみてはいかがでしょうか？サーフィンの国

なければなりません。時間のない人は資料館とシ

際大会で有名なノースショアは、12 月〜１月に

ョップだけ立ち寄っても良いでしょう。アメリカ

かけて巨大な波が押し寄せてサーファーたちのあ

人に白い目で見られたことはありませんから、心

こがれの地となります。この波は日本からはるば

配はないでしょう。

る風によって運ばれて海底の地形で急に波が大き
くなるのだそうです。ノースショアまで来ると名

宿泊施設の現状は？

物のフリフリチキンが販売されていますから、是

ホノルルを含むハワイのホテルにはＡＤＡ法で

非食べてみて下さい。チキンを開いて長い鉄の棒

障がいのある方が使いやすい部屋が必ずあります。

に刺して何羽かが一度に焼かれています。チキン
が焼かれるのは見ていて楽しいものです。これが
また「うまい！！」
もうひとつ忘れてはならないものに、ドールの
パイナップル畑があります。広大な敷地にパイナ
ップルが延々と植えられている景色は是非ご覧に
なってください。さすがに畑が広いので苗を植え
付けるときは巨大な機械が活躍しますが、植える
のは人の手で一本一本手作業なのだそうです。パ
イナップルの先には寝癖のついた髪の毛みたいな
葉っぱがついていますが、この部分が苗となるの
です。ドールパイナップル園にはショップがあり
ます。こちらのパイナップルアイスクリームは人
気商品のひとつです。是非どうぞ。
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BY 松本

日本の旅行会社でこの部屋をお願いすると「リ
クエストになります。
」と訳のわからない答えが返

ます。歩行者用信号はすぐ変わりますが、慌てず
ゆっくり渡りましょう。
ハワイは日本人観光客におなじみの行き先です。

ってきます。これは現在の日本の旅行会社では一
般の部屋を基準として料金を提示しているため、

飛行時間が７時間ほどなので長距離飛行となりま

お客様から旅行予約をいただいてからホテルにＡ

すが、病み付きになられる方もいらっしゃいます。

ＤＡルームというお願いをするためです。アメリ

それほど安心できるところなのでしょう。

カ人は高齢の方や食べ過ぎで太ってしまい、長距
次回は、春らしく九州についての情報をお届け

離を歩くのが苦手という方も車いすを利用なさい
ます。ＡＤＡの部屋はお客様からの要望があれば

いたします。

用意してもらえるというシステムです。料金が安
いホテルはシャワーだけの設備という部屋が一般
的です。お湯につかりたいという人は注意が必要
観光庁長官登録旅行業第７３５号
㈱チックトラベルセンター
でお過ごしいただいても良いかもしれません。
ハートＴＯハート事業部
松本 泰守（まつもと やすもり）
ブラブラ歩ける？
ハートＴＯハートを担当して14年目
〒460−0003
ホノルルの街は比較的安心して行動できますが、
名古屋市中区錦１−20−19 名神ビル６Ｆ
夜遅くまで出歩くのはお勧めできません。よっぱ
TEL（052）222-7611
らいの兄ちゃんたちもいます。夕方から歩道でパ
FAX（052）212-2778
です。ただ、一年中暖かいハワイはシャワーだけ

フォーマンスをする人が出てきますので、気に入
ったらチップを入れると一緒に写真を撮影させて
くれます。歩道は横断歩道に一箇所だけスロープ
状のところがあるので、ここを車いすの人が使い
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毎朝 お布団の中のあたたかさから なかなかぬけ出せませんね。
でも 木々や土の中では 少しずつ春の準備が進んでいます。
あったかくなったら どこかへ出掛けてみませんか？
鳥羽市と愛知県の旅のお手伝いをご紹介します。

鳥羽市レンタル車いす

どこでもチェア

レンタル中は鳥羽市内に限らず、どこでも利用！
鳥羽市内の６ヶ所で貸出！返却場所は４１か所！
料金無料！しかも、最大レンタル期間は１週間。

このサービスは、車いすの持ち運びをせずに伊勢志摩で車いすを調達したいという方、旅行中ケガを
された方などに、少しでもお役に立てるようにと始められた観光サービス事業です。
鳥羽旅館組合の協力を得て、鳥羽市と伊勢志摩バリアフリーツアーセンターの協働で実現しました！
ベビーカーのレンタルもあります。ご利用は無料です。

●●● レンタル＆返却ステーション ●●●
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
TEL 0599−21−0550
受付時間／9：00〜17：30
定休日／木曜定休（繁忙期は無休）

佐田浜駐車場管理事務所
TEL 0599−25−4834
受付時間／9：00〜17：00
定休日／年中無休

鳥羽水族館駅前センター
TEL 0599−26−5550
受付時間／9：00〜16：30
定休日／年中無休

ガイドボランティアセンター
TEL 0599−25−8255
受付時間／9：00〜16：00
定休日／年末年始

港湾センター
TEL 0599−25−4800
受付時間／8：30〜17：00
定休日／年中無休

インフォメーションセンター遊民
TEL 0599−28−0001
受付時間／平日 9：30〜14：30
休日 9：30〜16：:30
定休日／不定休

鳥羽市観光案内所
TEL 0599−25−2844
受付時間／9：00〜17：30
（夏休み中〜18：00）
定休日／年中無休

●●● 返却ステーション ●●● （返却のみです）
・鳥羽水族館

・ミキモト真珠島

・各旅館組合登録旅館

各旅館組合登録旅館リスト
鳥羽地区
・ホテル浜離宮
・鳥羽国際ホテル
・潮路亭
・戸田家
・錦海楼
・ホテル和光
・錦浦館
・旅館海月
・扇芳閣
・錦屋

●お問い合わせ●

2010.02.20
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小浜地区
・鳥羽グランドホテル
・胡蝶蘭
・ホテルメ湯楽々
・鳥羽小浜荘
・新松嶋
・わんわんパラダイスホテル
・浜辺屋
・海楽園
・阿波海

安楽島地区
・鳥羽シーサイドホテル
・ホテルマリテーム海幸園・樹風花
・鳥羽ビューホテル花真珠
・安楽島温泉海女乃島
・ホテルリゾート彩花亭
・エクシブ鳥羽アネックス
・ホテルアルティア鳥羽
・ホテル高砂
・ホテル小涌園
・旅館かめや
・旅館福寿
・旅館弁天
・あらしま

伊勢志摩バリアフリーセンター

AJU 福祉情報誌

池の浦地区
・海の蝶

TEL 0599-21-0550/FAX 0599-21-0585
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高齢者・障害者など要介護者の旅のお手伝い

あ い ち旅サ ポ ― タ ―
愛 知 県 委 託 事 業

愛知県の委託事業で、名鉄観光サービスが運営しているサービスです。
県内の観光地のご案内やバリアフリー情報を提供しています。
平成 24 年 3 月 31 日まではサポーターのサービス料は無料。
ただし、スタッフの交通費、入場料などの実費はご負担していただきます。

・・・・・・ あいち旅サポーターとは？ ・・・・・・

ガイドさんの案内で西尾歴史公園を見学
（１月モニターツアーより）

・・・・・・・・・ サポート対象は？ ・・・・・・・・・

愛知県を訪れる高齢者や介添えの必要な方に、移動

お客様ご自身が「付き添いが必要」だとお思いにな

や観光のサポートを無料でさせていただくスタッフで

れば老人手帳や障害者手帳の提示は不要ですが、必ず

す。県内主要観光地のバリアフリー情報の提供や旅行

１名の同伴を条件とさせていただいております。
「同伴

日程の提案、ボランティアガイドの手配などに関する

がいないからお願いしたい」というお声をよく聞きま

お手伝いをさせていただきます。安心して愛知県の旅

すが申し訳ありません。

をお楽しみください。

・・・・・・ お迎え場所、観光地エリアは？ ・・・・・・

・・・・・・ こんな資格を持っています ・・・・・・
サポーター全員が、ホームヘルパー２級とガイドヘ

お迎え場所は名古屋駅、豊橋駅、中部国際空港など
主要駅、空港で、愛知県内の観光地に限らせていただ
いております。県外への同伴のお声をよく希望されま

ルパー（視覚性・全身性）の資格を持っています。

・・・・・・・・ 観光の交通手段は？ ・・・・・・・・

すが、愛知県内の観光地の活性化がこの事業の目的の
ひとつのためできません。

基本は公共交通機関、タクシーなどを利用してのサ

車いすで参加できるモニターツアー

ービス提供になります。

・・・・・・・・・・・ ご利用条件は ・・・・・・・・・・・
●介添えの必要な方 1 名につき、同伴 1 名をお願い
します。
●移動、観光地域は愛知県内のみです。
●観光中や名古屋駅からお迎え場所まで、解散場所

3 月 26 日（金）
募集中！
七宝焼きと蟹江の文化財を楽しむ
4 月 6 日（火）
有松・旧道の街並みと東谷山・枝垂桜
両コースとも旅行代金 2 名 1 組で 3000 円、栄発着、
昼食付き、手動式車いすでご参加願います。
詳しくはお問合せください。

から名古屋駅までのスタッフの交通費、入場料実
費はお客様負担になります。
●お迎え場所は名古屋駅、豊橋駅、中部国際空港な

お問合せ・お申し込みは

ど主要駅、空港となります。マイカー利用はご相

■電 話：052-582-2164

談願います。

■ＦＡＸ：052-533-6682
■e-mail：tabisupport@mwt.co.jp

●医療行為はできません。

■http://www.mwt.co.jp/tabisupport/

●サービス提供時間は 8 時〜18 時です。お泊りな

申込書はホームページから印刷していただくか、
上記までご請求願います。

どの場合はご相談願います。
●旅行終了後に、簡単なアンケートにお答えいただ

あいち旅サポートセンター
受付時間：月〜金

きます。

9：00〜18：00（土､日､祝日は休業）

※当センターは愛知県からの委託により名鉄観光サービスが運営しています。
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東京 浅草・隅田川遊覧・
横浜中華街３日間
春のうららの隅田川♪ 川から見る東京の風
景はまた違った雰囲気を味わえます。浅草は
修学旅行で行ったという方も多いことでしょ
う。今の浅草はトイレも充実して安心です。
横浜中華街では食べ過ぎにご注意を。

アンダルシア・スペイン周遊
１０日間
スペインの見所を効率よくめぐります。ガウ
ディのサグラダ教会やグエル公園など、有名
な建築物や観光地を存分に楽しめる企画です。
スペインはオレンジが美味しいことで果物好
きの方にもお勧めです。
期 間：5 月 16 日（日）〜25 日（火）
料 金：ひとり 548,000 円（２名１室）
出発地： 東京・名古屋・大阪
ポイント：添乗員同行・リフトバス利用

期 間：4 月 5 日（月）〜7 日（水）
料 金：ひとり 108,000 円（２名１室）
出発地：
名古屋
ポイント：添乗員同行、新幹線利用

グループホームも見学できる
ハワイ・ホノルル６日間

天草五橋・阿蘇やまなみ・湯布院
５日間

爽快な季節に熊本と大分をまわるツアーです。 世界的にも有名な作業所とグループホームに
訪問します。半日観光付きで初めてのハワイ
天草五橋の海の景色、阿蘇山の山の景色、大
旅行の方も安心です。自由時間もありますか
分の温泉といろんな楽しみ方があります。
ら、お買い物やホノルル動物園へ簡単に行く
ことができます。ご希望の方には車椅子でも
期 間：4 月 23 日（金）〜26 日（月）
使いやすいＡＤＡルームもご用意できます。
料 金：ひとり 148,000 円（２名１室）
最終日には全員揃っての夕食パーティーもあ
出発地： 東京・名古屋・大阪
ります。
ポイント：添乗員同行・リフトバス利用・
期 間：6 月 21 日（月）〜26 日（土）
料 金：ひとり 200,000 円（２名１室）
出発地：
名古屋（中部空港）
ポイント：添乗員同行・専用バス利用・

初夏の北海道・道央の旅
梅雨の心配がない北海道で初夏を楽しみまし
ょう。この時期食べ物がおいしいシーズンで
す。体重が２キロ増える？と心配な方もある
くらいです。使いやすいホテルとリフト付き
のバス利用で車椅子ご利用の方も安心して参
加できます。土曜日曜を使う旅行なので、休
暇は２日でＯＫです。
期 間：6 月 27 日（日）〜30 日（水）
料 金：ひとり 138,000 円（２名１室）
出発地：
名古屋
ポイント：添乗員同行・リフトバス利用
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■申し込み・問い合わせ■
観光庁長官登録旅行業第７３５号
(株)チックトラベルセンター ハート TO ハート
〒460-0003 名古屋市中区錦 1-20-19 名神ビル６F

TEL：052-222-7611

FAX：052-212-2778

【月〜金 09:30-18:30 土日祝休】

http://www.tictravel.co.jp
〔担当〕松本：matsu@tictravel.co.jp
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お待たせしました！

「「トトラ
ラベ
ベル
ルパ
パレ
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ットト」」

専用車で行く！
いたれりつくせりソウル３日間！

〜春うらら特別企画〜
美濃で歴史とアートを楽しもう！バスツアー

〜観光・ショッピング・グルメ〜

前回号でも掲載したツアーですが、お客様のご
要望を反映し、一部内容が変更になりました。

楽しみ満載の贅沢な旅をお楽しみください！
☆ 行き帰りとも全日空利用

a 美濃「うだつの上がる町並み」を散策

☆ 空港からの添乗員付き添い、全行程専用車で
の移動。ガイド付きなので、楽ちん・安心！

デラックスなランチ・ショッピング

☆ 全食事付き・韓国グルメをご堪能ください。

a オリベストリートで、窯元・陶芸問屋をまわり、

☆ 2 日目は、世界遺産や名所にご案内。お客
様のご希望による変更もできます。

お洒落なカフェでケーキタイム
10 名様より催行
◆ 日

※専用車は、リフトなしです。

リフト車両対応

U １日目

時 ◆

３月１０日(水)

昼食は石焼ビビンバ。その後、宗廟・南大門市場へご案内。
夕食は、プルコギと韓国冷麺。

名古屋本陣９時出発

U ２日目

◆ 行 程 ◆

朝食はあわび粥。その後、水原華城・華城行宮にご案内。
昼食は水原カルビ。午後は、韓国民族村・仁寺洞へ。伝統
茶院で伝統茶でティータイム。夕食は、韓国の伝統料理の
韓定食。

名古屋発・・・美濃で散策・食事・・・オリベストリー
ト散策（カフェでケーキタイム）・・・名古屋着
（１８：00 頃予定）

U ３日目

◆ 料 金 ◆

朝食はホテルレストラン。出発まで自由行動。

４，５００円
（昼食・傷害保険・往復交通費込み）

◆ 料 金 ◆

２名様より催行

４月２日（金）出発

※ 付添いスタッフが必要な方は、ご相談ください。

２名１室利用

このツアーは、岐阜県の補助・後援のもと、企画・募
集しております。

おひとり様 ￥１６３，４００

４月１２日（月）出発
２名１室利用

”トラベルパレット旅くらぶ”会員募集

おひとり様 ￥１４９，８００

空港施設料・空港税等は別途必要です。

４名様以上でご参加の場合の料金についてや、また上

特典１
お得な旅情報がギュッとつまった会報をお届けしま
す。スタッフが見つけたお勧めツアーやお値打ち掘
り出し物ツアー・オリジナルツアーのご案内です。

記以外のお日にちを希望される方など、旅行の詳細につ
いては、
「トラベルパレット」までお問合せください。

■申し込み・問い合わせ■

特典２
JTB・日本旅行などのパッケージツアーの割引３〜
７％（一部除外商品あり）

その他特典ございます。まずは、お気軽にご連絡
ください。FAX・メールでも受付けています。
お名前・ご住所・電話番号・国内海外問わず、行
ってみたい所があれば教えてください。

「こちらから伺う旅行会社」 トラベルパレット
愛知県知事登録旅行業

第３−1214 号

TEL：052-526-8008 FAX：052-482-8883
http://www.t-palette.jp
〔担当〕桜井憲子：sakurai@t-palette.jp

ぜいたく温泉プラン・沖縄プラン企画中！！

日・祝

休み／金曜日 COMBi 本陣常駐

（訪問等で不在のことがございます。当日でもご
連絡いただけるとありがたいです）
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グルメな調査隊 お・ま・け
琉球ダイニング どなんちルーセント
場 所：名古屋市西区牛島町 6-1 ルーセントタワー2F
最寄駅：地下鉄東山線・桜通線・JR・近鉄『名古屋駅』下車
（ホーム〜改札〜地上 エレベータ有り） 徒歩 7 分
TEL/ FAX：052-551-6611
ＨＰ：http://www.jproject.jp/

新年会で沖縄料理を満喫！

ゴーヤチップは、珍しく中の綿と種も一緒に揚げ

去る１月 23 日、情報誌 93 号でご紹介した『琉

てあって、結構歯ごたえがあります。島パッチョは、

球ダイニング どなんちルーセント』で、情報誌編集

ぷちぷちっとした海ぶどうがアクセントになってい

委員会の新年会を開きました〜。

ます。ブタのしっぽのようにくるくるっと巻いたポ

車いす利用者が５人いましたが、お店に入ってす

テトは、思わず笑ってしまいました。ジーマミー豆

ぐの席をで〜んと陣取って、沖縄料理を満喫しまし

腐は、少し柔らかめのごま豆腐のような食感。鶏の

た。店内が暗かったので、うまく写真が撮れず、み

カラアゲはとってもジューシーでさっぱりしていて

んなの食べっぷり、飲みっぷりをお届けできなくて

おいし〜！沖縄料理といえば、ゴーヤチャンプル、

残念です。

間違いなしの味。そして、なんと言っても、アグー

料理は、１月限定の新年会コースを頼みました。

豚のしゃぶしゃぶ！とにかく柔らかくっておいし
い！野菜やお肉のおいしい出汁が出たスープで食べ

【アグー豚しゃぶしゃぶコース】
4300 円→3900 円（飲み放題付き）
◆琉球珍味二種盛り合わせ
（ミミガー、ゴーヤチップ）

る締めの沖縄ソーキそばには、分厚いのにとろっと
ろのお肉がたまらな〜い。そして最後に、紅芋のパ
フェ…。と、一気にしゃべってしまった。
どれもこれも、とってもおいしかった！

◆ヒアルロン酸入り島パッチョ

うぅ〜ん、おなかまんぷくっ！

〜シークワーサー風味〜
◆沖縄名物！

カーリーポテトフライ

お店の様子

◆冬大根とジーマミー豆腐のサラダ
◆鶏のカラアゲ

〜ビバーチの香り〜

少し暗めの店内は、入口からずっとフラットで入
りやすかったです。奥には囲いのあるスペースがあ

◆ゴーヤチャンプル

りました。車いすを利用する人には、動きにくいの

◆幻の豚！

でお薦めはできません。また、お店の真っ正面に、

アグー豚のしゃぶしゃぶ

◆〆の沖縄そば

お手洗いがあって、障害者用トイレもあるので、と

◆プチ紅芋パフェ

っても安心です。くわしくは、93 号を見てねっ！
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お
素敵な場所 み〜つけた！

まけ

の

お

ま

け

雨や寒さを避けるために、ちょっと時間がかかっ
たけれど、エレベータをいくつか乗り継ぎ、名古屋
ルーセントタワーへ向かいました。
行き方は、ちょっとややこしいのですが…
＜桜通線名古屋駅から東山線＞
① 桜通線ホームから西改札口行きエレベーター
（EV.1）にて西改札口フロアへ
② 西改札口を出てＪＲコンコース（地上）行きエ
レベーター（EV.2）にてＪＲコンコースへ
③ ＪＲコンコースを出て、名古屋ターミナルビル
のテルミナ地下街行きエレベーター（A1）に
てテルミナ地下街へ
④ テルミナ地下街から東山線北改札口付近を通
り 10 番出口方面へ
やっと 10 番出口にたどり着くと、それまでのや
やこしさを忘れてしまうような地下歩道が！
なんと、290m も続く、ルーセントアベニューです。
猫に誘われるように進んでいくと、天井まで伸び
た大きな木から木漏れ日が床に映り、まるで森の中
にいるような緑色の世界。どんどん進むと、たくさ
んの魚が自由に泳ぐ青い海の中。鳥たちが導いてく
れたり、巨人の世界に入り込んだり…。
長〜く続く地下の通路ですが、いろいろなテーマ
に彩られた幻想的な世界に引き込まれて、気づくと
290m 歩いていました。
猫を追っかけて、ルーセントタワーまで行ってみませんか？
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リサイクル情報

福祉用具のリサイクル情報（10/1/30 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

★その他

・1 モーター
・1 モーター
・ベッド移乗用リフト（つるべＢセット）
応相談
・エアーマット（アドバンハイクオリティー）
\60,000
\50,000
・折りたたみ式リフト スケット

1 年使用
不明
3 年使用
未使用
未使用

\30,000
H.15 購入、週 1 で使用
・バスケット用車いす（旧式）
不明
10 年前購入
・電動三輪車
・電動車いす MC3000S（スズキ）
\200,000
未使用
・介助用車いす
（フルリクライニングキャリー） \150,000
1 年使用
（ティルト&リクライニング）
\35,000
２回使用
２年使用
・スロープ（幅 85cm×長さ 162cm の 1 枚板）
・1 本杖
未使用
・4 点杖
２年使用

ＯＸ

★入浴用品
・簡易浴槽セット
・安寿バスボードＵ−Ｌ
・入浴用介護リフト

応相談

10 回位使用
1 年使用

\100,000
\50,000

5 年使用
2 ヶ月使用

・ポータブルトイレ（家具調自立ラタン）
（家具調暖房便座）
（家具調暖房便座）
（家具調洗浄便座）
（木 製）
（木 製）
（折りたたみ式ステンレス製）
・スカットクリーン
（電動収尿器） 男性用
応相談

1 年半使用
３回使用
数回
1 年使用
３年使用
半年使用
未使用

（ミクニマイティエイド 80）
（リフトつるべＦ2R セット）

★トイレ用品

2010.02.20
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譲って欲しい！
★ベッド、床周り品

★移動用品
・テニス用車いす

・キャリングケース付きポータブルハンドシャワー
（寝た状態で洗髪可能）
\6,000
不明
・足浴器
応相談
4 年使用
・室内用リクライニングチェア （フランスベット）
ﾘｻｲｸﾙ品

AJU 福祉情報誌

・１、２、３ 各モーターベッド
・折りたたみベッドかソファーベッド・パイプベッド
・マット（除圧、体位分散、エアー、ロホ）
・サイドテーブル・ベッド手すり（パラマウント用）

★移動用品
・各車いす（手動、介助用、電動）・シルバーカー
・電動三、四輪車・歩行器・電動車いすユニット
・マイリフティ・JW1 か JW2 のバッテリー
・松葉杖・子供用車いす、バギー

★入浴用品
・入浴用車いす・入浴用チェア・バスボード・バスリフト

★その他
・紙おむつ・防水シーツ
・リーチャー・くつ下エイド（くつ下を履く補助具）
・各クッション（低反発、円座、体位変換、ロホ、エアー）
・ロホクッションカバー
・クッションチェア L サイズ車いす用クッション
・各スロープ（折りたたみ、レールタイプ）
（2M、3.9M の板タイプ）
・段差解消機（据置型）・電動昇降椅子
・リフト（つるべ）
・
・介護テーブル・徘徊センサー・ストレッチャー
・車用つり革・防水カーシート、3 点とめカーシート
・靴（22.5 ㎝〜23 ㎝）（24 ㎝）

｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。
＜福祉用具についての問い合わせ＞
●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。
未使用
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ハートチャット – ｉ with ボイス
言葉でのコミュニケーションに不自由を感じている人のために作られた、携帯電話を利用する会話補
助ソフトウェア｢ハートチャットｉ｣に、発話のできる「ハートチャットｉwith ボイス」が誕生しました。
従来のハートチャットｉは、あらかじめ決められた６種類の呼びかけや音が出ていたのですが、「ハ
ートチャットｉwith ボイス」は、docomo 携帯のらくらくホン（Ｖ、６、プレミアム

ベーシックは除

く）で、発話読上げとメッセージ表示で伝えることができる、会話補助ソフトウェアです。
画面構成は、利用者の状況や目的に合わせて変えることができます。

９つの場面を想定し、それぞれ
の場面に応じて、必要なメッセー
ジを登録します。

発話したい時は 『※、０、＃』を押して読上げを
おこない、介助者との聞かれたくない話は、メッセー
ジ表示で相手にそっと伝えます。状況に応じて、対話
方法が切替できます。
また、画像やイラスト、絵文字も表示でき、１つの
メッセージは、最大約 100 文字まで表示可能です。
《お問い合わせ先》
国際電業株式会社
〒466-0054 名古屋市昭和区円上町 27-14
TEL 052−871−6621
FAX 052−889−1153
※ハートチャット−ｉのお問い合わせは
TEL 052−871−6622
ハートチャットアイ

検索
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【バリアフリーに関するお問い合わせ】
NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
営業時間：9：00〜17：00、木曜日定休日
連絡先：TEL 0599-21-0550
FAX 0599-21-0585

志摩ロードパーティ
ハーフマラソン 2010
みんなで楽しく志摩の春を満喫しましょう！
毎年恒例で行われている、
志摩ロードパーティという、志
摩スペイン村を起点としたマ
ラソン大会。全国から 8,000
名ものランナーが集います。
《バリアフリーパーティラン》
みんなが走れるコースとして、起伏穏やか、距
離は短め、景色はバッチリ、志摩のいいとこ取り
コース。的矢大橋を渡り、自然満喫のバリアフリ
ーパーティラン（約２㎞）は、タイムを計ったり、
速さを競ったりするものではありません。景色を
楽しみながら（ゆっくり）走行するとい
うものです。そのため、競技用の車いす
でのエントリーはお断りしております。
また、コースの前半と後半にそれぞれ
100m の少し急な坂（前半上り、後半下
り）がありますが、注意の必要なところ
には多めにボランティアを配置して、不安だとい
うところにはお手伝いいたします。マラソン中、
常にサポートを必要とする方には、事前に申請し
ていただければ、専属サポーターをお付けします。
《ウォーキング》
ウォーキング（12 ㎞）は、毎年、たくさんの
視覚障害者が完歩しております。（歩道なき路肩
を歩いたり、船に乗るので車いすでは危険です）
10 ㎞コースにも毎年、視覚障害者の方の参加
もあります。
日時：平成 22 年 4 月 18 日(日) 雨天決行
場所：志摩スペイン村バス駐車場
(メイン会場及びスタート・ゴール地点)
参加費：中学生以上男女 1,500 円
小学生男女 1,000 円
申込〆切：平成 22 年３月 12 日(金)
主催：志摩ロードパーティ 2010 実行委員会
問い合わせ：志摩ロードパーティ大阪事務所
TEL 06-6305-6302

The２１th
ナゴヤチャリティーマラソンフェスティバル
緑溢れる公園でさわやかな風を感じましょう！
名城オールランナーズが主催するチャリティー
マラソンが今年も開催されます。
この大会は、ランニングを通じて健康を求める
ランナーと、ハンディキャップを持ちながら走り
続ける仲間と、走るのは苦手だが応援、ボランテ
ィア大好き人間が集まり、励まし、交流し
あうことを主旨としています。ふるってご
参加下さい。
また、大会運営は、参加者全員の手造り
でのチャリティを目的としています。
〔名城オールランナーズクラブ〕
名城公園を主な練習の場とし、ランナーとして
国際レースを目指す人・健康を目的の人、幅広い
人々が楽しく走るアットホームなランニングクラ
ブです。会員は、国際女子マラソン、別大マラソ
ン、トライアスロン、ウルトラマラソンなどで活
躍しています。
〔金鯱レーシングクラブ〕
ハンディキャップを持ちながら、仕事の合間に
スポーツを精一杯に楽し
んでいる人々の集まりで
す。会員は、各陸上競技大
会に参加して優秀な記録
を残すとともに、パラリン
ピック、アジアフェスピッ
ク大会等に参加をしているランナーもいます。
両クラブでは、１km 走るごとに１円を喜び税
として集め、大会ごとに福祉備品援助、被害者義
援に充てています。

身体障害者、知的発達障害者、高齢者など、参
加に関して不安がある方、走ることに不安がある
方、またご一緒に参加されるご家族や友人、知人
の方は「NPO 法人伊勢志摩バリアフリーツアーセ
ンター」へお申し込みください。
2010.02.20
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詳細はこちらまで…
ナゴヤチャリティーマラソン

検索
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日時：平成 22 年 4 月 25 日（日） 雨天決行
場所：庄内緑地公園 芝生広場 （名古屋市西区）
資格：主旨に賛同いただける方なら誰でも
募集人員：フィジカリーチャレンジドレースの部
（10 ㎞／５㎞）………先着 100 名
マラソンの部（10 ㎞／５㎞）
……………………先着 700 名
ボランティアの部
…多数の参加をお願いします。
参加費：中学生以上……………………1,500 円
小学生以下及びボランティア…1,000 円
申込〆切：平成 22 年３月 13 日(土)

地下鉄名港線「東海通」下車、3 番出口から
市バス東海 11 系統荒子川公園駅経由両茶橋行
き又は多加良浦行｢荒子川公園北｣下車、徒歩５分

東別院の桜
東別院は、1690 年（元禄 3 年）に尾張藩に開か
れた名古屋市中区にある真宗大谷派の寺院。
現在も歴史を感じさせる風格はそのままですが、
内部はバリアフリーになっています。エレベーター
があったり、車いすのまま大広間にあがれるよう入
口の一角がスロープになっていたりします。
桜の時期には、近くの会社の人たちが満開の桜を
愛でながらお弁当を食べている風景もよく見られま
す。桜満開時も迫力がありますが、境内と桜吹雪の
風景もとても素敵です。

お花見情報
あったかい春が待ち遠しいですね。ちょっと早
いですが、お花見情報を紹介します。

入場料・拝観料 無料
お問合せ 真宗大谷派名古屋別院（052）321-9201
東別院会館（052）331-9576
公衆トイレ 有・障害者用トイレ

荒子川公園ガーデンプラザの桜

飲食物売店 無（御坊桜まつりは出店有）

荒子川の両岸、南北に 1km ある大きな公園です。

駐車場 無

ガーデンプラザからフェニックスアイランドまで

夜間鑑賞 ライトアップ無

季節ごとの花で彩られる目にも楽しい空間。特にラ
ベンダーが親しまれています。
荒子川公園の桜はのんびりムード。桜の季節には
ソメイヨシノなど 約 1000 本の桜が咲き誇ります。

■交通アクセス
名古屋市営地下鉄名城線東別院駅（4 番出口）
西へ徒歩 3 分
市バス｢東別院前｣バス停降車→西へ徒歩 3-5 分

わんぱく広場など子ども連れでも遊ばせるスペース
もあって安心。荒子川沿いに続く桜並木や荒子川フ

岩倉市 五条川の桜

ェニックスブリッジからの眺めもおすすめです。

岩倉市の中央を南北に流れる五条川河畔に

営業時間 9:00〜16:30

7.6km にわたり一斉に咲くソメイヨシノは樹勢が

休業日 毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）

盛んで花数が多いのが特徴です。五条川は犬山市の

毎月第３水曜日（祝日の場合は第４水曜日）

入鹿池に発し、新川に合流する河川。川で鯉のぼり

年末年始（例年 12/29〜1/3）

を洗う｢のんぼり洗い｣でも有名で、花見と同時にこ

（休館日は、年によって変動しますので、問い合わ

いのぼりを川で洗うのが見られます。

せてください。）

営業時間 終日解放

入場料・拝観料 無料

休業日 無

お問合せ 荒子川公園ガーデンプラザ

入場料・拝観料 無料

TEL（052）384-8787
公衆トイレ 有（障害者用トイレ有）
飲食物売店 有
駐車場 120 台無料
夜間鑑賞 ライトアップ有（期間限定）
バリアフリー バリアフリー・スロープ一部有

■交通アクセス
あおなみ線「荒子川公園」下車、徒歩 3 分

お問合せ 岩倉市商工農政課 又は 岩倉市商工会

0587-66-1111/0578-38-5812
公衆トイレ 有
飲食物売店 出店有
駐車場 300 台（500 円）
夜間鑑賞 ライトアップ有
■交通アクセス
愛知県岩倉市井上町〜川井町
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名鉄犬山線岩倉駅から東へ徒歩 5 分
名神高速小牧 IC 国道 41 号、地方道 25 号経由
4.8km

造幣局桜の通り抜け
明治 16 年に始まった｢桜の通り抜け｣は、昭和 58
年には 100 年を迎え、今では浪速の春の風物詩とし
て親しまれています。

荒子公園・荒子観音の桜

約 120 種約 370 本を数えますが、ボンボリに照

大河ドラマ「利家とまつ」でも放映されすっかり

らされ昼とは違った幻想的な雰囲気が楽しめます。
週末は混雑が予想されますので、出来るだけ平日

有名になった利家生誕の地である中川区荒子町。
現在も昔の町並みが残り、寺院や公園が多く、下

の見学をおすすめします。

町情緒に溢れていり、お花見がてらぶらりと散策す
るのにちょうどよい界隈です。

お問合せ 中川土木事務所 052-361-7581
公衆トイレ 有・障害者用トイレ
飲食物売店 無
駐車場 無
夜間鑑賞 ライトアップ無
■交通アクセス
名古屋市営地下鉄東山線高畑駅から徒歩 9 分
名古屋市営バス荒子町停留所または荒子観音停
留所から徒歩 5 分
あおなみ線荒子駅から徒歩 5 分

元離宮二条城
場内に咲き誇る山桜や里桜、八重紅枝垂桜など

ＺＩＰＰＥＲ ＣＯＲＤ（ジッパーコード）
お手持ちのカバンやジャケッ
トに取り付けて、簡単開け閉
め！ZIPPER CORD(ジッパー
コード)を紹介します。
お手持ちのジャンバーやカ
バンのファスナーの持ち手が
小さくて使いにくいとき、キーホルダーなどで工
夫している人も多いと思います。このジッパーコ
ードは、取り付けが簡単で、形もつかみやすく、
すべりにくい素材になっています。色は６色（黄、
オレンジ、ピンク、青、黒、白）揃っています。

200 本を超える桜と庭園を華麗にライトアップす
るとともに、通路を足下灯で演出し幽玄の世界を創
出。

お問合せ 元離宮二条城 TEL075-841-0096
FAX 075-802-6181
時間 8:45〜17:00（受付終了 16:00）
休業日 7・8・12・1 月の毎週火曜日
（休日の場合は翌日） 年末年始
駐車場 車いす対応有（6 台）、一般（216 台）
トイレ情報 車いす対応有（城内 3 ヶ所）
入場料・拝観料 大人 400 円、小･中学生 200 円
※和装の方は無料、身障者手帳提示で本人と
介助者 1 名入城料無料（特別展等料金除く）
夜間鑑賞 ライトアップ有
その他 砂利道あり。貸出車いす有（電動車いすあり）
音声ガイドあり（有料）
■交通アクセス
地下鉄東西線二条城前駅
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《使用方法》

■お問い合わせ■
universal 福祉雑貨 with a smile
〒243-0004
神奈川県厚木市水引 1-12-24-404
TEL：046-205-4480
E-mail：

お知らせ…

お

ら せ …

購読に関する手続きについて
いつも福祉情報誌をご愛読いただき、ありがとうございます。
今号（104 号）を発送の際、全ての方に振込用紙を同封させていただきました。こ
れは、ご購読のご継続をお願いするものです。ご納入状況は、送付しました封筒の宛
名ラベルに、「購読料支払い済み年度」を書かせていただいておりますので、そちら
をご確認下さい。すでに、ご納入いただいている方には、大変申し訳ありませんが、
ご了承下さい。
また、ゆうちょ銀行への振込のご希望がありましたが、手数料を考えますと、同封
いたしました振込用紙で郵便局のＡＴＭをご利用になると８０円で一番安価です（窓
口では 120 円）。なお、振込用紙には、住所、氏名等、必要事項を必ずご記入下さい。
これからも情報誌発行委員会一同、読者の皆さまのご期待にこたえられるよう努力
してまいりますので、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

今年度発行の福祉情報誌は、今号（104 号）が最終号となりますが、
いかがでしたか？来年度も、少しでも皆さまのお役に立てるような、楽しみにしてい
ただけるような内容にしていくために、ぜひ、皆さまのご意見をお聞かせ下さい。
同封いたしましたアンケートにご記入いただき、返信用封筒に入れ、そのまま投函
下さい。切手は不要です。また、ホームページからの回答も可能です。
「こんなことが知りたい」「あの記事が楽しかった」など、皆さまからのご要望や
ご感想をお待ちしていま〜す。

読者アンケートについて
読者の皆さん、今年も福祉情報誌をよろしくお願いします。アンケートも送りましたので、
ご協力よろしくお願いします。
さて様々な障害者団体が「障害者自立支援法」の成立に反対したにもかかわらず、当時の与
党議員の賛成多数で成立してしまった法案が、障害者団体の息の長い反対運動に政権交代が追
い風となり廃止の方向になりました。昨年暮れ、障害者の代表と長妻厚生労働大臣が並んで記
者会見していましたが、そんな光景は前政権ではあり得なかった話です。
「私たちのこと私たち抜きで決めるな」と障害者団体が長年主張し続けたことが、ようやく
実現に向かっているのは、喜ばしい限りです。今後の動きを見守っていくとともに、厚生労働
省と障害者団体の建設的な話し合いが進むことを願ってやみません。（克己）

編 集 後 記
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いろいろ情報

医療相談室

やさしい住まいの支援ネット

長年、診療機関で障害を持つ仲間の医療ケアに携

障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開

わってみえた「リハビリテーション医の万歳登茂子

設し、住宅の改造などの相談に対応。

先生」のご協力で開設。

《相談日》３月６日、20 日

《相談日》３月６日、20 日

４月３日、17 日

４月 10 日

いずれも土曜日、午後１時半から

いずれも土曜日、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-mail

ＴＥＬ 052-841-6677

URL

ＦＡＸ 052-841-6622

《場

http://

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福）AJU 自立の家
《場

サマリアハウス内

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福）AJU 自立の家

生活の道具相談室

サマリアハウス内相談室

障害当事者、福祉、医療関係者が有志で開設。
道具の導入相談、道具の工夫や制作に対応。
《相談日》３月 13 日、４月 10 日、24 日
《場 所》上記と同じく

情報募集中！
障害福祉制度への意見、町で見つけたアクセシブ
ルな穴場、あれ？ちょっとおかしいな？と思う車い

自宅療養・歩行困難の方が対象
です。寝たきりゼロのために
ご利用下さい。

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
■編集部

健康保険が使用できます

ＴＥＬ 052-841-9888
ＦＡＸ 052-841-1015

（医師の同意が必要）

お待ちしていま〜す
㈱東洋医療グループ
隔月発行

ひかり鍼灸院

年間購読料：1,500 円
振 込

緑区鳴海町字大清水 69-1029

先：

郵便局 00890-0-90573

5 ０１２０-５６-０３４８

お問い合わせ・購読中止のご連絡は、こちらまで…

ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．ｈｉｋａｒｉｓｉｎｋｙｕｉｎ．ｃｏｍ
お気軽にご相談下さい。担当／牧野

TEL

０５２−８４１−９８８８

FAX

０５２−８４１−１０１５

E-mail
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