福祉情報誌
暮らしに役立つ、ちょっとわくわくすることがある、そんな情報を贈ります。
平成２３年４月１９日（毎週火曜日）

ＡＪＵ通巻９９６０号

昭和５４年８月１日低料第三種郵便物認可
発行所／東海身体障害者団体定期刊行物発行協会
名古屋市中区丸の内３-６-４３ みこころセンター４Ｆ

ＡＪＵ自立の家

編集／社会福祉法人ＡＪＵ自立の家
福祉情報誌発行委員会
発行／ＡＪＵ車いすセンター
わだちコンピュータハウス
連絡先／〒４６６−００２５
名古屋市昭和区下構町１−３−３
わだちコンピュータハウス内
ＴＥＬ（０５２）８４１−９８８８
ＦＡＸ（０５２）８４１−１０１５

第１１１号
2011 年４月20 日号
定価２５０円

テーマ

絵 平良 隆志

はじめの一歩をふみだしたあなたへ
●あなたの声に応えます
ダスキン海外旅行記 Part２
～交通バリアフリー～·······························1
札幌市パーソナルアシスタンス制度····4
●体験レポート
マッスーの家探し···············································7
●特集
科学館特集 3/19 オープン·····················11
●かつきのページ···············································16
●グルメな調査隊 第６５弾··························17
お好み焼・鉄板焼 きん太 名古屋緑店
徳重散策
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ
●旅の空から··························································19

●トラベル情報·······················································22
いつでも出発可能・北海道３日間の旅
思いのままに♪沖縄グルメ観光満喫の旅
南知多いちご狩りと世界のタイル博物館
他
●福祉用具のリサイクル情報·····················27
●東日本大震災····················································28
●読者のこえ・いろいろ情報························29
お詫びと訂正
ひかり鍼灸院 体・験・談！
２０１１年ゴールデンウィーク
観光スポット特集
よしもとお笑いファンより
国際電業株式会社より
他

ダスキン海外旅行記 Part2

ダスキン海外旅行記 Part2
～交通バリアフリー～

右から２人目が筆者（小泉紗耶香）

こんにちは、小泉沙耶香です。私は、ギランバレー症候群（軸索型）の後遺症で障害を持ち、
４年程経ちます。１年前に福祉ホーム・サマリアハウスを退居し、現在はマンションで一人暮
らしをしています。サマリアを出てからは、週に１回くらいのペースでヘルパーさんを利用す
るようになりました。今年中には仕事を始めたいと思っていますが、自分の体力を考えて、自
分のペースで無理のないように、少しずついろんなことに挑戦していこうと思っています。
私たちは 9 月 2 日から 14 日までダスキン障害者リーダー育成海外派遣事業グループ研修に
行ってきました。前号ではフィンランドでの一週間について紹介しましたが、今回（part2）
は現地の交通バリアフリーについて紹介します。私は障害を持ってから海外に行くなんて全く
想像もしていなかったので、障害を持ってからでも何かできるかもしれないという自信につな
がり、とても貴重な経験になりました。

トラムは、歩道と電車の床の高さが同じくらい（あ

フィンランドにて

おなみ線の様にフラットな感じ）でしたが、電車

私達はフィンランドのヘルシンキへ行きまし

の停まる場所によっては、歩道と電車の間に大き

た。ヘルシンキでは主にヘルシンキ内全域を通っ

な空間や段差ができることもありスロープは出な

ているトラム（路面電車）で移動をしました。

かったので、介助者が付いていないと不便でした。
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BY 小泉沙耶香

車いすの乗れる電車がいつ来るかも把握出来なか

段差が多くて、車いすでの外出は不便に感じまし

ったので、フィンランドの障害者はあまりトラム

た。私のように簡易電動を使用している人は見か

を利用しないと言っていました。

けなかったので、重量のある電動車いすを使用し

メトロ（地下鉄）は単独

ている人が多かったのですが、それも、石畳等で

乗車ができるように段

動きにくい環境だからなのかなぁ、と思いました。

差がほとんどなく、ホ

マイヤ・キョンキュラさん達とレストランで話を

ームと電車の間隔が狭

した時に、「石畳は気にならないのですか？」と

くなっていました。で

尋ねたら、「障害のない人でも不便に感じるくら

も私は介助者がいない

いなので、行政にはそのことをずっと言い続けて

と不安に感じました。

いるが、『伝統を守りたい』という理由の一点張

電車も移動で使う予

りでなかなか話が進まないのです」と言っていま

定でしたが、乗る予定

した。一部は改善されている所もあるそうです。

だった電車が車いす

「日本では電車のアナウンスがあるけれど、フィ

で乗れなかったため、

ンランドにはないのはなぜですか？」という質問

急遽バスでの移動に

には、「それも行政に訴え続けているけれど、電

変更しました。バスで

車内で話をしている人たちの邪魔になるという理

は、介助者がスロープ

由でなかなか聞いてもらえない。」と言っていま

を引き出して乗りま

した。フィンランドでは、電車内でのマナー（携

した。

帯電話など）は日本に比べるとあまり重んじられ
ていないように感じました。「フィンランドには
障害者手帳がない」と言っていたので、障害者割
引はあるのかも聞いてみたら、「戸籍で障害の有
無がわかる仕組みになっていて、割引をうけたい
人は、役所に申請をすると、電車賃が半額で乗れ
るパスが送られてくる仕組みになっている」と言
っていました。

イギリスにて
イギリスでは、
ヒースロー空港
からロンドンの
ウォータールー
交通のバリアフリー面では、日本の方が整って
いて、名古屋は本当に住みやすいと改めて感じ有
り難く思いました。でもその分、フィンランドで
は私達が段差で困っている時に素早く駆け寄って
手伝ってくれる人が多くて、温かい人達だなぁ、
と感動しました。
フィンランドの道（歩道も車道も）は石畳や溝、

駅まで行きまし
た。移動は地下鉄
で、車いすマーク
の付いている電
車でもスロープ
は出ず、段差も結
構あったので少し驚きました。その代わりに駅員
さんを増やしてもらえました。ウォータールー駅
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イレはあっても使えないと断られてしまった店も

から目的地のサウサンプトンには、電車で移動し
ました。

ありました。道路は日本とかわらず、アスファル

電車ではちゃん

トの道がほとんどで、フィンランドに比べると車

とスロープが出

いすの移動がしやすかったです。

たので安心しま

海外で感じた当たり前のやさしさ

した。段差はか

私がこの海外研修で一番いいな、と感じたのは、

なり有り、駅に

人の目が気にならなかったことです。通りすがり

よっては車いすでは降り

や電車の中でジロジロ見られることもなく、障害

られないところもありま

を持つ前に戻ったような気分になりました。フィ

した。イギリスでは、電

ンランドでは特に、目が合った人は微笑みかけて

車賃の障害者割引はない

くれる人が多くて、「日本と全然違うなぁ」と思

そうです。

いました。エレベーターに乗る時でも、笑顔で「No

帰国の前日には、バス

problem」「Don't worry」とみんな当たり前の

を使ってロンドンの市内

ように譲ってくれたり、自然にスマートにそうい

観光をしました。ロンド

う事のできる人が多くて、「すごく素敵な国だな

ンバスは全てノンステッ

ぁ」と思いました。日本でも、色々なところで手

プバスで、バス 1 台につき車いすユーザー1 名ま

助けしてくれる人がいて、その度に「優しい人だ

でとなっていたので、私たちは 3 回に分かれて乗

なぁ」と感動します。けれど、海外研修から帰っ

りました。バスのスロープは自動で出るようにな

てすぐは、向こうで気にならなかった分、余計に

っていたので、感動しました。

人の目が気になって外出したい気分になれなかっ
たので、「こんなにも違うんだなぁ」と残念に思
いました。日本の方がバリアフリーの面ではすご
く整っていると感じましたが、フィンランドやイ
ギリスでは心の温まる事が多く、日本と比べると
偏見、差別のようなものはあまり感じなかったの
で、そういう面では、向こうの方が住みやすいだ
ろうな、と感じました。
約２週間でしたが、とても良い経験になりまし
た。海外研修を通して、やっぱり思いやりが一番

また、人の目は全く気になりませんでした。バ

大事だと思いました。私自身も、もっと思いやり

スの中では指定の位置につくようになっていて、
固定はありませんでした。日本でバスに乗る時は、
固定に時間が掛かってしまうので、乗客の人にも

はまだ、自分のことで精一杯になりがちですが、

を敬遠してきたので、「日本のバスもこうなった

これから先、この経験を生かして何か役立つ事が

らいいなぁ」と思いました。

できればと思っています。

夜はＳＯＨＯという街のパブに行きました。車

＊

いす用のトイレのある店がなかなか見つからず、
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次号、part3 は最終回「イギリス編」です。乞

結局、車いす用トイレのない店に入りました。ト
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がある、ないに関わらず、差別などのない温かい
社会になっていったらいいな、と思いました。私

運転手の人にも毎回「悪いなぁ…」と感じ、バス
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の気持ちを大事にしていこうと思いました。障害

うご期待。
-3-

BY ひでき

現金給付！ 無資格 OK！ 時給 2,400 円？
札幌市パーソナルアシスタンス（PA）制度
平成 15 年度から開始された支援費制度により“日常生活支
援”が全国で制度化されましたが、それ以前から障害当事者運
動の中で求められているパーソナルアシスタンスの確立、すな
わち、利用者が主体となって介助者との信頼関係を作ること、
そして継続性のある安定した体制を作ることなどは、現在もま
だ保障されたとは言えません。また、自立生活を送ってきた障
害者の高齢化や二次障害の発生についても、長年、仲間を支援
してきた当事者団体としては、今後、どのような支援が出来る
か考えなければなりません。
そのような中、平成 22 年度から札幌市において「札幌市パーソナルアシスタンス制度（以下、PA 制
度）
」が始まったことを知り、私たちは現地で調査を行いました。
今回の報告では、PA 制度の概要、実施までの経緯、実施状況について。そして次回は、利用者の声、
サポートセンターの役割、課題、PA 制度から学ぶことについて報告します。
メンバー：伊藤秀樹（DPI 日本会議事務局員、頚髄損傷、簡易電動車いす使用）
岩瀬諒（マイライフ西コーディネーター）
伊藤葉子（中京大学現代社会学部准教授）
調査日程：平成 23 年 3 月 1 日〜4 日
3 月 1 日：検討委員会構成員へのインタビュー
（DPI 北海道ブロック会議議長：西村氏）
3 月 2 日：PA 制度を利用している方へのインタビュー（2 名）
3 月 3 日：PA サポートセンターへの訪問
（CIL さっぽろ事務局長：岡本氏）
3 月 4 日：札幌市担当者との面談
（札幌市保健福祉部障がい福祉課給付管理係長他 3 名）

１、制度実施までの経緯

札幌市は他の市町村から移り住む人が障害者に

DPI 北海道ブロックでは「居宅支援に関する勉
強会」を実施しており、介助時間数の不足と介助
の利用範囲が問題として上げられてきました。こ
の問題をめぐり札幌市ともぶつかってきました
が、現在の制度では不備が多く、連続しているは

限らず増える傾向にありますが、長時間介助が必
要な障害者が増えることで財政負担も増え、持続
可能な制度を検討していました。そのような札幌
市の事情と障害当事者が求めるものから発生した
のが PA 制度でした。
平成 20 年 2 月に検討委員会が立ち上げられ、

ずの事柄（生活）が細切れになることを共通認識
していたこともあり、一緒に勉強するようになり
ました。これは法的な位置づけではない私的な勉
強会で、実現可能な解決策を見つけるために、ざ
っくばらんな話し合いが出来るよう心がけられま
した。

当事者、行政、事業者、有識者が参加し、月 2 回
のペースで具体的な内容が議論されました。また、
札幌市が厚生労働省から補助金を受け、障害程度
区分 4 以上の当事者（約 900 名）に対し、生活
状況、サービス利用状況、就労状況に関すること
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札幌市パーソナルアシスタンス制度

※入院時の利用はコミュニケーション支援と

のアンケート調査を行いました。その集計は札幌

して利用が可能

市が行い同市のホームページでも閲覧が可能にな

介助者要件：配偶者及び 3 親等以内（内縁関係及

っています。また、夜間の介助実態を確認するた
めに、重度訪問介護利用者宅へ札幌市の担当者が

び元配偶者も含む）の親族以外の者

泊り込むなどの訪問調査を行いました。

※ヘルパー資格の有無は問わない

平成 21 年 6 月には、現行の PA 制度とほぼ同

３、利用の流れと仕組み

じ内容で３ヶ月間のモデル事業が実施されまし
た。５名の当事者の協力を得て、無資格者の介助

まず最初にサポートセンターへ相談し、利用を

の安全性、介助マネジメント能力、介助者の確保

希望すれば 4 時間程度の研修（制度の概要や請求

等が検証されました。その結果、介助者の確保に

方法等）を受けます。そこから実際に利用に係る

ついては一定の支援が必要ということで、支援機

手続きに入るわけですが、重度訪問介護を 330

関となるサポートセンターと登録介助者を紹介で

時間受給している人の場合、最低１時間は重度訪

きる機能を設置することになり、平成 22 年 4 月

問介護としなければならないので、最高で 329

から PA 制度が本格実施されました。

時間まで PA 制度への振り替えが可能です。全時
間振り替えられない理由は、重度訪問介護を 1 時

２、PA 制度の概要

間でも利用することで、札幌市に国庫負担金が入
ってくるからです。

PA 制度とは、重度身体障害者に対し、札幌市
が介助に要する費用を直接支給し、その範囲内で

※札幌市の重度訪問介護の上限は 330 時間で、

ライフスタイルに合わせ、介助者と直接契約を結

それ以上の申請は不定形となり審査会審議にな

び、マネジメントしていく制度です。

ります。尚、札幌市の最高支給時間は 720 時

対象者：重度訪問介護の支給決定を受けている者

間です。
一例として、330 時間の内、200 時間を PA

で、自らもしくは支援者により介助をマネジ

制度に振り替えた場合、130 時間はそのまま重度

メントできる者

訪問介護として事業所からの派遣を受け、200 時

支給額：重度訪問介護の支給決定時間から、PA
制度に移行する時間を決定し、

間は 1 時間 2,400 円が乗じられ、48 万円が PA

移行する時間 × 2,400 円 の額

費（利用金額の上限）となります。

（１時間あたりの額の設定根拠は、重度訪問

330 時間

介護の札幌市平均単価等を参考に決定。）
200 時間

ただし、支給時間のうち、最低１時間は重度

130 時間

訪問介護とする。
ＰＡ制度

支給方法：利用実績に応じた実費支給（概算払い

200 時間×2,400 円＝48 万円
（ＰＡ費）

ではなく精算払い）

重度訪問介護

利用者負担：原則 1 割負担（障害福祉サービスに
PA 費の用途は介助料と交通費、募集経費のみ

準じた月額上限負担額を設定）
※障害福祉サービスの負担額と PA 制度の負

なので、利用者に事務手数料のようなものは入っ

担額が、障害福祉サービスの上限額を超過

てきません。介助料の時給については利用者が決

した場合は、PA 制度の利用者負担を償還

められますが、実施前の当事者側の第一の要望と

（PA 制度利用による負担増はなし）

して介助時間数の増加が挙げられているので、単

介助内容：重度訪問介護と同様（通勤や通所等へ

純に時給（交通費込み）を 1,200 円にすることで、
PA 制度として 400 時間利用できることになりま

の利用は不可）
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す。（480,000 円÷1,200 円＝400 時間）

けられなかった（３名）、自ら事業所を立ち上げ

振り替え前：重度訪問介護 330 時間

た（2 名）、その他（３名）です。

振り替え後：重度訪問介護 130 時間

現在の 21 名の内、14 名は本人がマネジメント

＋ PA 制度 400 時間 ＝ 530 時間

しており、その他の 7 名は重心や介護保険対象者
であるため、家族等がマネジメントしています。

ＰＡ費

利用のきっかけとしては、純粋に時間数が足り

200 時間×2,400 円
＝ 48 万円

なかった人や、事業所の都合で深夜など希望する
時間に介助が受けられなかったり、介助者が頻繁

支給される 48 万円をやりくりして
介助料を１時間 1,200 円とすることで
ＰＡ制度の 200 時間が…

に変わることで生活を組み立てづらかった人など
がいます。中には、重度訪問介護では派遣してく
れる事業者が見つからないと思って、重度訪問介

ＰＡ制度

重度訪問

48 万円÷1,200 円＝400 時間

介護

護の利用を躊躇していた人が、PA 制度であれば
必要な介助が受けられると判断した人もいます。
介助者の人数は平均 2.5 人で、利用者の友人や

400 時間

130 時間

知人等が半数以上を占め、求人誌での募集で採用
された人は 1 割程度です。サポートセンターには

530 時間
ただ、現在の時給額については、札幌市内の居

広報誌や町内会を通じて集まった介助者が 200

宅介護事業者等の平均時給を参考として 1,300

名程登録していますが、男女比は女性が 75％を

円〜1,600 円（交通費込み）を目安として設定し

占め、年齢層も 40 代〜60 代が 75％を占めてい

ています。設定された理由として、深夜 1 時間だ

ます。（50 代と 60 代では 57％）

け介助を必要とする人が介助者を見つけるため

実際に活動している介助者の内、約 6 割が介護

に、現行制度との額にかなりの格差がつく額にし

福祉士等の資格を持っていますが、資格を持って

てしまったり、利用者ではなく介助者が額を決め

いない介助者でも介助者同士で技術研修をしてい

ているというケースなどがあったからです。

る人もいるので無資格でも構わないという人もい

介助者については既に確保している人がいれば

ます。また、利用者の指示で介助を行うという姿

契約し、いなければ求人誌で募集したりサポート

勢については、サポートセンターでも研修して欲

センターから登録介助者を紹介してもらいます。

しいとのことでした。

契約した介助者にはサポートセンターで約 2 時間
の研修（制度の概要や介助者としての心構えなど

以上、PA 制度の概要が中心になりましたが、今

の内容程度、介助技術研修はない）を受けた後、

回の報告では疑問点や課題がたくさん含まれてい

実際の介助の日程調整や介助内容を利用者が説明

ることは、お読みになられて分かると思います。

をします。

次回ではその課題を中心

実際に利用した後は、かかった経費を PA 費と

に、制度を活用する上で

して請求し、振り込まれたお金から介助者へ給料

の詳細や当事者の思い、

を支払います。

そして、まず実施に漕ぎ
着けたことの重要さにつ

４、実施状況

いても、報告できればと

１年間で利用した人数は 29 名で、その内 8 名

思っています。

が辞退しています。辞退の理由は、介助者を見つ
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マッスーの家探し

家探しは大変だし、難しいです！
みなさん、こんにちは！マッスーです。
年齢は 24 歳、障害は脳性麻痺で、簡易電動車いすに乗って、
あっちこっち出かけています。
僕は福祉ホームサマリアハウス（以下、サマリア）に入居し
ています。サマリアに入る時、初めは親から反対されました。
大抵の親は障害を持った子供の一人暮らしより施設をすすめ
ます。障害があるから何も出来ないと思うかもしれない。でも、
実際アクションを起こしてみると、親も認めてくれるようにな
りました。何かアクションを起こさないかぎり何にも変わらな
いと思いました。
５月から昭和区で一人暮らしをはじめます。そこで、今まで
の経験を公開し、これから一人暮らしをしたいなあと思ってい
る人たちに役に立てればと思います。
先日、東日本大地震が起き、津波で今まで住んでいた町、家が流されている映像を見て僕は
言葉も出なかった。たったの１分で信じられない光景になるなんて誰も思わなかっただろう。
自然の怖さを改めて感じました。僕が出来る事は節電と募金活動しか出来ませんが少しでも力
になれたらと思います。
いつ、地震が起きるかは分からないし、今を一生懸命生きようと思いました。
また、被災者の方にはあきらめないで頑張って生きてほしいです。色々な困難があると思い
ますがみんなで力をあわせて復興にむけて共に頑張りましょう。

ました。

そろそろ家探ししようかな？

また、サマリアと地域生活は、また違う社会だ

１年前の春に家探しを始めました。

と思います。サマリアは地域生活する前の練習す

僕は、サマリアに入る時、親から「あ

る施設で、本当に地域生活になると色々な事が自

ぶない！！」とか「施設のほうがいい

分の責任になる。アパートを借りると家賃が３万

じゃん！」など言われました。でも僕

〜６万円は当たり前だし、電気代、ガス代、水道

からすると「何があぶないねん！」とか「やって

代等も払わないといけない。僕は、市営住宅に入

みないとわからないでしょう？」などと思いまし

りたいと思い、２度申し込みました。市営の魅力

た。たしかに、大人になっても親からすれば子供

は家賃が安いこと。障害者向けの市営住宅があり

なので安心を選ぶだろうし、心配する気持ちもわ

ます。ただ、申し込みが、年に 2 回で抽選倍率が

かります。でも、僕は２０年も施設にいたので、

高いです。さあ、運試しです。そして、僕は２度

施設を出たいという気持ちのほうが強くて、親の

とも落ちましたので市営はやめました。結局、エ

反対を押し切ってサマリアに入りました。

イブル、ミニミニ等で家探しをすることにしまし

サマリアの先輩達から、障害を持っていると、

た。

アパートを借りるのは難しいし、早い時期から家

はじめの一歩は・・・！

探しを始めないといけないとアドバイスをもらい

はじめは、自分が住みたい町、家賃が何万円ま

ました。障害を持って地域で生活するのは、一般

で、どういう部屋がいいかを考えました。

社会からは、まだまだ理解を得られないと実感し
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頭が真っ白になりました。でも、ヘルパーさんが

通ってリビングに入るところにも 20 センチくら

フォローしてくれました。本当に助かった〜。

いの段差がありました。段差があったのですが、

対応してくれた人がめっちゃいい人でした。障

家賃も４万円台で南向き、部屋の構造もよかった

害者なのに、一般人のように親身に話を聞いてく

です。「この部屋、ええやんか！」と思いました。

れました。僕を見て話してくれました。エイブル

アパマンショップの人が「大家さんにスロープを

に来てよかったと思いました。対応してくれた人

付けられるか聞いてみましょうか？でも、もし大

が「探してみます。また後日連絡します。」と言

家さんから OK が出たら必ず入ってもらわないと

っていたのでエイブルを出ました。障害者で入れ

困ります。それでもいいですか？」と言われ「た

る家とアパートがあまりないと聞いていたので他

しかにそうですね。はい。お願い致します。」と

の不動産屋さんにも行ってみようと思いました。

つい言ってしまいました。なぜ、あとの事を考え

そのあと、アパマンショップでは４件、シティ

ないで返事してしまったのだろうと後悔しまし

ーホームでは１件の物件が見つかりました。「大

た。僕の条件にあってよかったですが、もうちょ

家さんに見学が出来るか確認していないので、後

っと他の物件も見て決めたいと思っていました。

日連絡します。」と言っていました。連絡があっ

３件目のアパートは大家さんからも OK が出て

たのはアパマンショップとエイブルでした。エイ

いたし、障害者も住んでいるとのことで見学もや

ブルは一生懸命探してくれて、いい物件が３件見

めました。ただ、ずいぶん古いのでもう一度考え

つかりました。合計７件見つかりました。シティ

ました。アパートで家賃は安かったですが、今後

ーホームは１週間待っていても連絡が来なかった

10 年住むとしたら不安だったのでやめました。
結局２件目の物件は大家さんから OK が出まし

ので、もういいと思いました。
７件のうち、僕の条件と合った５件（アパマン、
３件

エイブル２件）にしぼりました。僕の条件

は、昭和区か瑞穂区でトイレとお風呂が別、窓が
南向きで家賃が５万 5 千円まで。そして、築 10

た。僕は「マジか！？」と思いました。一瞬頭が
真っ白になりました。どうしよう・・・？

この部屋もいいなあ！！

年くらいの家がいいです。地震で倒れなさそうな

そして別の日・・・。エイブルで紹介された物件

ところを選びました。

を見に行きました。あいにくの雨でしたが、２ヶ

物件をチェック！！（アパマン＆エイブル）
アパマンショップの１件目の物件では、部屋に

所の物件をエイブルの車で行きました。ヘルパー
さんも僕を車に乗せたり降ろしたりして苦労して
いて「申し訳ない。」と思いました。

入る前に階段が２段くらいあり、ドアを開けても

はじめに、瑞穂区の瑞穂競技場の近く。家賃が

30 センチの段差がありました。段差を上がれば

６万円台でした。ちょっと高めだなぁと思いまし

フラットなので電動車いすで自由に動けました。

た。瑞穂区は家賃が高いのは有名なので、しょう

お風呂とトイレも別でした。ただ、トイレが狭か

がないと思いました。２階建てで部屋に入る前に

ったです。家賃はまぁまぁでしたが、車いすでは

階段とか段差がたくさんあり、入る前にヘルパー

難しいと思いました。

さんが「これは、力のあるヘルパーさんじゃあな

２件目の物件はサマリアから 20 分ほどのとこ

いと無理じゃない？」と言われ「そうやな〜。」

ろにありました。入口で部屋の番号をいれて

僕もヘルパーさんも一苦労でした。
「ス

自分の部屋に入ります。部屋に入るところに

ロープがあれば、いいですね。」とエ

も大きい段差がありました。ドアを開けると

イブルの人と３人で話しました。間取

30 センチくらいの段差があり、キッチンを

りは、はっきりと覚えていませんが、
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トイレとお風呂が別で、和室と洋室があり、広か

ない。まだ、あと１年あるわけだから、もうちょ

ったと思います。中はフラットで電動車いすでも

っとお金を貯めて準備をしっかりしてからでいい

動けました。どの部屋も当たり前だけどお風呂が

んじゃない。」と言われ、僕も「あぁそうですよ

狭いです。僕は「和室と洋室か。すげーな。この

ね。」と言いました。
そこで、エイブルに断りの電話を入れました。

部屋もいいなぁ。」と思い、だいぶ心が揺れまし

「はい、分かりました。また何かあったら言って

た。
そのあと、昭和区吹上で 30 年前に建てたアパ

下さい。」と言ってくれ

ートで、また部屋に入る前に、段差と階段がたく

ました。エイブルには、

さんあり、「なんだ、この階段は！」と思いまし

申し訳ないと思いまし

た。ヘルパーさんも汗を流しなからやっていたの

た。はじめから職員とか

で「これはきついし大変だからやめたほうがいい

に相談したらよかった

かな。」。玄関にも段差があり、玄関以外はフラ

と後悔しました。

ットでしたが、廊下の幅が狭かった。やっぱりこ

実は・・・大阪でも家探し

の物件は色々な問題があったのでやめました。結
局、アパマンショップの物件は、断り、エイブル

実は、今初めていいますが、大阪に住みたいと

の１件にしぼりました。アパマンショップには、

前から思っていました。どうして、大阪がいいか

申し訳ないと思いました。ヘルパーさんから「心

というと友達もいるし、自分を試したいと思った

配になるのもわかるけど、たくさんの不動産さん

からです。大阪の駅周りに住みたいと思いました。

をかけもちしていると対応も面倒くさくなるし、

やっぱり当たり前だけど、名古屋もそうだけど駅

スタッフさんにも迷惑をかけるからひとつの不動

周りは、家賃が高いです。

産屋さんに頼んだほうがいいんじゃない？」と言

関西地方では、敷引（しきびき）というものが

われ、「たしかにそうやな〜。」と思いました。

あり、家賃を安くしてくれるみたいで、例えば家

いよいよ、物件を契約する事にしました。親父さ

賃が５万円から 47,000 円になる場合があるそう

んに保証人になってもらい、審査結果を待ちまし

です。うまく交渉すればの話ですが・・・。さす

た。１週間くらい後に結果の電話がありました。

が、関西人だと思いました。僕は難波周辺に住ん

無事審査が通りました。

でみたいと今でも思っています。そうやな〜。５
年後に住めたらいいなあ〜。

それで、「引っ越しをもうしたいと思っている
し、来月くらいには、引っ越しをしようと思って

家探し再スタート

います。」と、サマリアの職員に言ったら「急に
５ヶ月くらい経って、また家探しを始めました。

言われても困るよ。もっと前から報告してほしか

今回はミニミニで家探しを始めました。まずは５

った。来月？早くない？」とか「そんなに早く出
なくてもいいんじゃないの？？」等言われました。

万円代で探しました。５件の物件が見つかりまし
た。しかし、「４件は大家さんがダメと言ってい

僕は、確かに言われてもしょうがないと思いまし

ました。やぱり、障害を持っていると厳しいです

た。今まで職員に言わないで、家探しを進めてき

ね。」と言われて、これが、現実だなと改めて思

ました。僕のために言ってくれたと思います。で

いました。障害者はまだまだ昭和区以外は理解さ

も〜、もう契約書に名前を書いて、保証人の書類

れていないようです。僕は「やっぱりそうですね。

をもらって親父に送っていたのでどうしよう？と

はい、分かりました。」と答えました。残りの１

思い悩みました。ある信頼している人に相談して

件は、大家さんもいいとのことで、このアパート

みたところ「そんなに急いで出なくてもいいじゃ

は前にサマリアの卒業生が入っているそうです。
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そして、見学に行き、たまたま空いていた部屋

入れれば、困らないと思うし、一人で出かけたい

があったので見せてもらいました。アパートに入

という気持ちもあるけど、お金がかかるし、まだ、

る前に、鍵を差し込まないと中には入れません。

部屋でゆっくりしたいと思っています。今、住宅

まずはこれが問題です。僕の場合は、自分で鍵を

改造は必要ないと思ったら、やらないと決める事

差し込めないので、どうしよう？と思いました。

も必要だと思っています。障害が重くなったらや

部屋の中は、フラットだったので、安心しました。

ればいいと思います。

トイレも広かったし、お風呂も少しの段差があり
ましたが、工夫をすれば大丈夫だと思いました。

家探しは難しい！失敗は成功の元！！

今まで何件も見て来たので、もう決めないといけ

やっぱり家探しをするのは、難しいと思いまし

ないと思い、ここに決めました。後日、審査して

た。自分で考えて、決めたりしないといけない。

もらい通り、契約しました。僕は“ほっと”しま

あとのことを考えずに行動すると、周りに迷惑を

した。僕の場合、「保証人はいらない。」と言わ

かけてしまう・・・。家探しをやって、同じ失敗

れました。僕は「助かった」と思いました。普通

を何回もして、後悔しました。

は保証人がいるのに、いらないのはありがたい話

でも、今は、先輩達が長い間、運動してきたか

しだと思いました。ミニミニから「以前に、車い

ら、障害があっても、アパートを借りて一人暮ら

すの人が入居しているので、家賃を値引きしてく

し出来るし、先輩達には、頭が上がりません。本

れるかもしれないです。大家さんにきいてみまし

当にすごい力だと思いました。家探しをしてみて、

ょうか？」と言われ「はい。お願いいたします。」

実感しました。また、若い世代も頑張らないとい

と言いました。

けないと思います。福祉制度もそうですが、まだ、
不十分なところがあります。これから僕たちが協

契約！そして、住宅改造は必要？？

力して、もっと、声を出さないと、福祉制度も障

色々問題はありましたが、無事に契約すること
ができました。なんと！！契約したアパートの家

害者のイメージも変わらないと思うので頑張って
いきたいです。

賃を３千円も値引きしてもらいました。僕は「あ

家探しを通して本当に勉強になりました。ヘル

りがとうございます。」と言いました。お金が安

パーさんには何度も助けてもらったので、本当に

くなるのでありがたいと思いました。

感謝しています。

僕の場合、もし住宅改道をするならお風呂とド
アです。名古屋市の場合、住宅改造の助成制度は、
１つの家に対して１回だけです。次に引っ越しす
るまでは補助が出ません。これを考えると、もし
やるなら、お風呂以外のところもしないともった
いないと思っています。
僕の場合は、今までお風呂は、寝て体を洗って
いました。でもそれは、普通のアパートでは出来
ないので、台を置いて座って体を洗ったりしない
といけないと思っています。
ドアは、鍵でまわすタイプなので、自分で出入
りできないので、電動式のドアにしたいと思って
います。今、必要かどうかなあ・・・？と自分で
は思っています。もし、一日中、ヘルパーさんを
‑ 10 ‑
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科学館特集

名古屋市科学館が、プラネタリウムも世界一となって、3 月 19 日にリニュアールオー
プンしました。
そこで、まーくん、でっちゃん、ちーちゃん、自称・名カメラマンのまこちゃんでオー
プンに先駆けて、取材してきました！さあ！！科学館ハンティング！
っています。

科学館新館

それでは、科学館の職員さんの案内と解説を交

この名古屋市科学館は 1962 年に天文館、
1964 年に理学館、1989 年に生命館がオープン

えてレポートします。

みんな：こんにちは。今日は、よろしくお願いしま

し、今回のリニューアルでは天文館と理学館を建

す。

て替え、東海地方の物づくりを感じさせられる名

職員：それでは、１階入場口からまいりましょう。

古屋らしい 7 階建の建物になりました。階を上っ

でつ：受付カウンターが低くて、いいですね。

ていくごとに、知的好奇心をくすぐる大人向けの

職員：車いすの人だけでなく、子供や高齢者も使

テーマに変わっていくのが特徴です。最上階はも
ちろんプラネタリウムです。初めていく方も、以

いやすいように設計してあります。

ちー：補助犬や盲導犬の入場はできますか？

前の科学館からのリピーターも楽しめるようにな
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職員：できます。ただし、極寒ラボと放電ラボへ

す。
プラネタリウムの映像を少しだけ見せてもらい

の入場は、申し訳ないですがお断りしています。

ましたが、十分インパクトありました。オープン
後が楽しみです！

まー：聴覚障害がある人に対しては、何か設備と機
器を用意していますか？

職員：Ｆブロックには、埋込式の磁気ループが付
いていて、座席が全部で 74 あります。これと
は別に赤外線補聴の無料貸し出しもしていま
す。補聴器や人工内耳をご利用されている方の
ご利用もできます。お気軽にお申し出ください。
受信機などの貸し出しについては科学館までお
問合わせください。

名カメ：あそこにあるお部屋はなんですか？
職員：遮音室といって、人工呼吸器を利用してい
る人とか小さいお子さんや赤ちゃんを抱えてい
るなど上映中に音や声の出てしまうお客さんの
ために用意しています。

世界最大級の新プラネタリウム

名カメ：お部屋の内部の音は漏れないで、解説者の

科学館新館での最大の目玉が、世界最大級とい

音声を聞きながら、プラネタリウムを眺めるこ

われる新プラネタリウムです。なんと直径 35 ㍍
です。

とができるのですね。

ちー：おすすめの席はどこでしょうか？
職員：前方（中央部）のシートはリクライニング
量が大きく、後方では小さくなっており、どの
席でも見やすいようにと配慮されていまず。リ
クライニングになるシートは左右 30 度ずつ回
転します。

新プラネタリウムは「限りなく本物に近い星空」
を目指し、光ファイバーで一つひとつの星の光を
投影する最新技術を採用し、明るさや色、星のま
たたきを忠実に再現するようになっています。
座席は、リクライニングができ、席との間の幅
が広くなり、車いす席は 10 席用意されています。
さらにプラネタリウムでの生解説。これは、リニ

でつ：座席もゆったりとしている感じですね。ま

ューアル前からですが、客層（一般層、子供向け、

た、席と席の間もゆったりしているので、車い

高齢者向け）に合わせて喋りを工夫したり、お年

すの人も座席への乗り移りが楽そうですね。乗

寄りの暗順応のスピードに配慮したりしていま
‑ 12 ‑
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◆竜巻ラボ＜理工館 3・4 階＞

り移るときの介助はお願いできますか？

職員：はい。お近くの職員に声をかけてください。

今回から新しく加わ
った「竜巻ラボ」です。
なんとボタン一つで高

《プラネタリウム開演時間》
1 回目

2 回目

3 回目

さ９㍍の竜巻を人工的

平日・土曜日

10:20

11:30

12:40

に起こすことができま

日曜日・祝日

10:20

11:30

12:40

す。

４回目

５回目

６回目

平日・土曜日

13:50

15:00

16:10

スタッフが風船を飛ば

日曜日・祝日

13:50

15:00

16:10

しながら解説します。

１日３回のショーで、

７回目

さらに竜巻の中に入る

平日・土曜日
日曜日・祝日

ことができます！早速、
17:20

体験してきました。さす

《観覧券販売方法》

がに飛ばされなかった

通常どおり開館時間の 9:30 からすべての回の

けど(笑)

観覧券を販売します。

ちー：子供や背の低い人
（私みたいに）、車いす
の人は、４階からもよく

4 つの大型展示の紹介

見えるよっ！
◆水のひろば＜理工館 2・3 階＞

でつ：竜巻というより、忍者になった気分だわ。

広々としたエントランスを入ると、ちびっ子た
ちが喜びそうな仕掛け満載の空間が！
雨や霧、雲といった“水の循環”を体験できま
す。

◆放電ラボ＜理工館 4 階＞
150 万ボルトの放電が可能なドーナツ状の大
型テスラコイル 2 機があります。120 万ボルトの
電気を発生します。ごう音とともに稲光のような
電気の柱が観覧席に向かって伸びてきます。

名カメ：この放電ラボを見学するにあたっての制
約や注意事項はありますか？

職員：放電するとき、大きな音が出ます。小さい
お子さんは、泣き出すかもしれません。また、
介助犬や盲導犬もびっくりしてしまうかもしれ
2011.04.20
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職員：各階に、多機能トイレを設けております。

ないので、お断りしています。

でつ：ということは、私（脳性まひ）は、びっくり

また、オストメイト対応トイレも 4 箇所に設け
ております。

して飛び上がるかも？
◆極寒ラボ＜理工館 5 階＞
この「極寒ラボ」は何と南極大陸と同じ温度（マ
イナス 10〜30 度）になり、まるで南極にいる気
分になります。オーロラや白夜の全天周映像を見
て、疑似体験ができます。

まー：人は、長靴をはいて入ることができますが、
盲導犬とか補助犬は入場可能でしょうか？

職員：残念ながら盲導犬・補助犬は入場できませ
ん。肉球がくっついてしまいます(;ﾟロﾟ)

でつ：電動車いすのままでも、入れるのかなあ？？

ほかにも見どころいっぱい！！
名カメ：これ見覚えあるよ。
職員：昭和 37 年の開館時から昨年 2010 年 8 月
31 日までの間、旧天文館にて実際に使われて
いたプラネタリウムが動態展示してあります。

ちー：うわぁ〜このひょうたん型、懐かしい〜！

科学館へのアクセス方法
所在地：〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄二丁目 17 番 1 号
白川公園内
ＴＥＬ：052-201-4486
ＦＡＸ：052-203-0788
観覧時間：9:30〜17:00（入館は 16:30 まで）
館内は全館禁煙です。
【観覧料】
展示室と
プラネタリウム

展示室のみ

大人

800 円

400 円

大・高校生※

500 円

200 円

無料

無料

3,200 円

1,600 円

2,000 円

800 円

観覧料

まー：エレベーターがスケルトンになっているの
は、どうしてでしょうか？

職員：エレベーターのしくみを皆さんに知っても

増えたし、館内のあちこちに休憩用のベンチが

小人
(中学生以下)
定期観覧券
大人(１年)
定期観覧券
大・高校生※
(１年)

配置されていて、足の不自由な人やお年寄りに

団体

らうためです。ほかにも、エスカレータの仕組
みもみられます。建物自体も展示物の一つとし
て、構造が見えるようになっています。

ちー：以前と比べると、触ることのできる展示物が

も配慮してありますね。

有料 30 名以上 1 割引 有料 30 名以上 1 割引
100 名以上 2 割引 100 名以上 2 割引

でつ：多目的トイレはありますか？
‑ 14 ‑
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【減免割引】

【アクセス】（電車）
・地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」下車、

割引金額
名古屋市内在住 65 歳以上の
観覧料の２／3
方（要・敬老手帳）
身体障害者手帳、戦傷病者手
無料
帳、被爆者健康手帳、障害者
（本人と
手帳（精神障害者保険福祉手
付添者２名まで）
帳）、愛護手帳提示
名古屋市交通局「一日乗車券」
「ドニチエコきっぷ」
観覧料の１割引
（当日の日付記入に限る）
【休館日】

5 番出口から南へ徒歩 5 分
・市バス「広小路伏見」下車南へ徒歩 5 分
・名鉄バス「白川公園前」下車北へ徒歩 5 分
【駐車場】
・白川公園内の有料駐車場をご利用下さい。
・地球温暖化防止の観点から、できるだけ公共交
通機関を使ってください。

みんな：今日は、ありがとうございました。秋には、

祝日の場合は開館し、直後の平日を
休館します
第 3 金曜日 施設点検日
祝日の場合は開館し、第 4 金曜日を
休館します。
月曜日

その他

臨時開館・休館日があります。

“屋外展示スペース”が完成するそうで、ＨⅡロケットや実験棟「きぼう」、B6 型蒸気機
関車などが飾られる予定になっているそうです
ね。

職員：オープン後、しばらくの間は、混雑が予想
されます。少し落ち着いた時期の平日のご来場
をお勧めします。
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グルメな調査隊

第６５弾

『お好み焼・鉄板焼 きん太 名古屋緑店』
場 所：名古屋市緑区乗鞍 2-1503-２
TEL・FAX：052-878-8848
最寄り駅：地下鉄桜通線
徳重駅下車 2 番出入口 徒歩 6 分
（ホーム〜改札〜地上 エレベータ有り）
ぶた玉定食

でっちゃんより
★ 3 月 27 日、地下鉄桜通線の野並・徳重間の

いかの明太子焼きそばランチ
780 円
いかの明太子焼きそば＋ご飯、味噌汁、サラダ
レディースランチ ※土日祝日は除く
780 円
オムそばランチ

4.2 キロ区間が開通。
「鳴子北」
「相生山」「神
沢」
「徳重」の 4 駅を新設。徳重駅から名古屋

●

駅間を 35 分で結ぶ。そこで、でっちゃんが徳

オムそば＋焼プリン、味噌汁、サラダ

ミニお好ランチ

重駅周辺を散策。お昼ご飯を、
「お好み焼き「き

店舗らしい。小洒落た店内でランチメニューも

●
●

豊富。お好み焼きも種類豊富で迷っちゃう！！

ドリンクセット
プラス 100 円
ドリンク＆デザートセット
プラス 250 円
ドリンク：コカコーラ・烏龍茶・コーヒー(ICE･Hot)
デザート：焼きプリン・アイスクリーム

★ イチ押し人気メニュー

私が選んだのは、

●
●
●
●
●

「だしおこ焼」
明石焼きみたい
にダシにつけて
たべます。けっ
こういけます。

だしおこ焼き
577 円
とろ〜りチーズ玉
787 円
きん太焼き
357 円
とん平焼き
609 円
焼きそば
609 円〜714 円
（ソース・塩ダレ・醤油）

★ デザート
●
●
●

その他、「すじこん玉（お好み焼き）」、介助者
は「焼きそば」を頼みました。ランチは結構充
実していて安いです。お好み焼き・焼きそばは、

「きん太」の焼プリン
ミニパフェ
アイスクリーム

189 円
346 円
231 円

★ 店内の様子

厨房で焼き運んできて、熱くなった目の前の鉄
板に乗せてくれます。

★ ジャンル

３つのお好みが楽しめる！

ミニお好み ぶた玉＋餅チーズ玉（餅・チーズ・トマト）
＋タルタル玉（海老）＋焼プリン、味噌汁、サラダ

ん太」で食べました。関西を中心に展開してい
るお店で、名古屋はここ名古屋市緑区乗鞍の 1

780 円

お好み焼き（ぶた玉）＋ご飯、味噌汁、サラダ

入口：段差（3.5
㎝）あり。開き

『お好み焼・鉄板焼』

戸と引き戸。

京都で長年愛され続けてきた自慢の味を名古

店内：席数 87 席。

屋の皆さんもぜひ！味わってください。お好み

カウンター席あ

焼き・鉄板焼はもちろん、サラダからデザート、

り。

お手軽なランチから宴会まで幅広くご利用いた

入口を入り向かって右側に

だけます。と店長さん。

お座敷４テーブル（段差あ

★ ランチメニュー

り）。左側に椅子移動可能テ

●

ーブル席（２テーブル：８席）。

●

11:00〜15:00 まで
日替わりランチ ※日祝日は除く
680 円
日替わり焼きそば＋ご飯、味噌汁、サラダ
おすすめランチ ※土日祝日は除く
きん太ランチ
880 円

その他固定ベンチシート席
（８テーブル：48 席）。テーブル高さ 73 ㎝
（テーブル下 67 ㎝）

焼きそば＋お好み焼き（小）＋ご飯、味噌汁、サラダ

2011.04.20 №111 AJU 福祉情報誌
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★ お手洗い
店内：車いすトイレあり。
引き戸（幅 80 ㎝）
。洗面台下

高さ 63 ㎝

★ 定休日

なし

★ 駐車場

１９台

★ その他情報
水曜日はレディースデー：飲み物１杯サービス
（ビール、酎ハイ、烏龍茶）

★ 情報誌読者特典
本号をお持ちの方は、1,000 円以上の飲食代よ
り 10％引き（ランチタイムもＯＫ）
。
来店時に本誌を提示して下さい。
2011 年 5 月 31 日まで有効

★ 営業時間

最初のご注文時に本誌をご提示ください。

11:00〜24:00（LO23:30）
、

他券との併用不可、クレジットカード不可

ランチ 11:00〜15:00

ヒルズウォーク徳重ガーデンズにも行ってきました。
さらに、ガーデンズ棟の東側には「ユメリア徳重」
があり、ここは名古屋市の施設で、緑区役所の支
所や保健所、図書館があります。
そして、ヒルズウォークから地下鉄へは直結。
レッドエレベータ（赤いエレベータ）で、地下２
階へ降りてください。
雨の日のショッピングに便利ですね〜！！
（写真は、地下鉄２番出入口

（写真は、レッドエレベータ）

エレベータ付近）

ヒルズウォークというのは、ショッピングモー
ルのこと。アピタ・ユニー系列の店舗です。
私は、ヒルズウォークの
地上（交差点側）入口から
入ったのですが、なぜか、
ここは地下１階？！

→

吹き抜けのある広いオ
ープンスペースと書店と

所在地

喫茶店があり、ショッピン

〒458-8570

グモールは 1 階と 2 階。

名古屋市緑区鳴海町字徳重 18 番地の 44

新しいお店だけに各店舗、

Tel. 052-877-8911

車いすで入りやすく、多機能トイレも各階にあり

公共交通機関ご利用の場合

ます。そしてヒルズ棟２階にフードコート。また、

名古屋市営地下鉄・市営バス

ヒルズ棟の東側にはガーデンズ棟があり、２階の

地下鉄桜通線

連絡ブリッジで直結していて、レストラン街やゲ

徳重駅、徳重交通広場（バスタ

ーミナル）から名古屋市営バスが運行しています。

ームセンター、ペットショップなどがあります。

- 18 -
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給食と猫
堤 剋喜
概して学校というのは慌ただしいところである。特に給食の時間は。
用意から片付けまで、４５分間。
盛りつけや配膳に１５分、使った食器を回収するのに５分か１０分。
４時間目が終わってしばらくたつと、毎回同じ BGM が流れ、
「給食放送の時間です」というアナウンスが入った。
これが聞こえたら、配膳終了のタイムリミットだと教えられていた。
４時間目が体育だと、移動やら着替えで全体に遅れ気味になり、
食べ物が全員に行き渡らないうちに、放送が始まることもよくあった。
オープニング曲そのものはユーモラスで、のどかな小品。
今でも耳にすると、曲調とは裏腹に、どこかせわしない気分になる。
「給食放送」は基本的に食べながら聞かされるものだった。
放送の中身は、ラジオドラマか歌中心の音楽。
給食の時間に度を超して騒いでいると、クラス全員に
「今日の給食放送で何が言われていたかをそのまま書いてきなさい」
ラジオドラマだった。間の悪いことに、たまたま校内呼び出しもあったらしい。
ドラマの筋はどうにか覚えていた。
前にも聞いた覚えのある録音だったから、「再放送」、というか音源の再利用。
校内呼び出しは聞き取れなかった。
まあ、放送が聞こえないほど教室の中が騒がしかったからこそ、
連帯責任で大変な宿題を出されたわけだが。
（ あのとき聞いていたのは割に好きなお話だった。苦労して書き起こしたのに、
どんな物語だったか今は思い出せない。何かの拍子に思い出せるかもしれないが、
叱られたことだけは覚えていて、作品の方は忘れてしまった。
作品を罰のために用いるのは、原作者や制作者に失礼だと思う。）
その晩、きょうだいが同じ学校に通っている同級生を起点に、保護者間で連絡網が回り、
校内放送で呼び出された人の名前を教えてもらった。
この「宿題」、提出したのは４割くらいの人数。
理不尽かつ実行不能とみて、あきらめて早寝した子の方が賢明だったろう。
Ｏ．ヘンリーの短編小説｢善女のパン｣の ストーリーを給食の時間に知った。
古くなって値下げされたパンを買いに通ってくる青年がいた。
客を貧しい画家と信じたパン屋が 、新鮮なバターを塗ったパンを渡す。
実は彼は建築士で、バターに気づかず、このパンを製図の仕上げに使う。
パンをおいしくするはずのバターが、精魂込めた図面を台無しにしてしまう・・・
この物語を聞きながら、全校児童がパンにマーガリンをつけてほおばっていた。
笑うに笑えない、複雑な光景。
凄惨な場面描写のある、怪談や戦争童話を聞きながら、給食を食べた覚えがある。
こんな『食育』はあるまい。
談笑をさせず、時間通り食べ終えさせることが給食放送の目的だったようだ。
放送回数が多く適当な備品が足りなくて、音が出るものは総動員されたらしい。
本来、道徳や今で言う平和教育に使うべき音声教材が給食の時間に転用、というより誤用されることがあった。
「音楽室をほかのクラスが使っているかどうか、みてきてちょうだい。」
おつかいに出された子が｢空いていました｣と報告してから、クラスで音楽室へ。
ステレオの操作をしながら、担任が問いかけた。
｢これはみんな知っているでしょう？何かな？｣
数秒後、男の子が答えた。
「なーんだ。給食放送じゃん。」
「そうね。でも、本当の題名は、給食放送ではなくて、『ワルツを踊る猫』です。
いつも聞いているのだから覚えておきましょう。
さて、せっかくピアノもあることだし、Ｙさん、何か弾いて聴かせて。｣
指名された女の子は、少し慌てた様子を見せたけれど、『エリーゼのために』を
楽譜なしで弾き終えた。聴衆は彼女を音楽家と認めた。
‑ 16 ‑
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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。
先日の東北地方の地震と津波のニュースは、シンガポールにいて
情報を得ました。現在はＮＨＫ国際放送がありますので日本のニュ
ースは同時に入ってくるのですが、日本の友人に連絡を取ろうにも
苦労しました。シンガポールでいろんな外国人から「自粛しすぎな
いように。日本の経済が回らなくなってしまったらあとで困るよ。
応援しているからね。
」と暖かい声をかけていただきました。

ニューヨーク

ニューヨークシティ

３月 17 日からニューヨークに出かけてきまし

自由の女神があるリバティ島は、観光船で渡る

た。関西地区のお客様でニューヨークの街を車い

ときに障がいのある方にはすべて優先扱いです。

すでアクセスする調査も目的のツアーでした。半

一般の方々は観光船乗り場に長い列を作って待っ

年がかりで計画なさったので余震や原発問題がニ

ているのに、私たちのグループは特別入り口から

ュースになる中ではありましたが、予定通りに催

並ぶことなく手荷物検査へ行きました。この手荷

行することになりました。

物検査は空港と同じくらい、いやそれ以上かもし
れません。腕時計までも外してくださいといわれ、

長時間飛行

靴を脱ぎ、ズボンのベルトを外し、金属類は一切

アメリカと一言で言っても、西海岸と東海岸で

身につけていない状態で検査場の機械を通過する

は飛行時間がかなり違います。名古屋からの出発

のです。自由の女神がアメリカにとってどんなに

が多い私にとって、今回は大阪のグループ様から

大切なものかを教えてもらえたような気分でした。

のご依頼でしたので、伊丹空港から成田へ航空機

観光船に乗るときは

で移動し、成田からニューヨーク直行便を利用し

最優先、そして降り

ました。12 時間という飛行時間はやはり長いで

るときも一般の方々

すね。ヨーロッパへの飛行時間が長いと嘆くお客

に通路を空けていた

様が多いのですが、私はアメリカからの帰国便の

だき最初に下船する

14 時間という飛行時間のほうがよほど辛いので

のです。他の人は当

はと思います。ただ日本のお客様は帰国便という

たり前という感覚で

ことで疲れ果てて寝ていらっしゃるので、長時間

待っているのです。

飛行と感じない人も多いようです。最近の飛行機

ここがアメリカ的で

は座席にパーソナルテレビが装着されているため

すね。

に、今どのあたりを飛行しているか地図で表示さ

2001 年の同時多発テロで崩壊してしまった国

れるので楽しいですね。気に入った映画を見たり

際センタービル・ツインタワーは、私が 20 年前

音楽を聞いたりと、思い思いに過ごすのはいいも

にこの街に初めて行ったときに展望台に上った思

のですね。

い出深いところでした。この場所に現在高さ 500
ｍのビルが建設途中です。
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BY 松本

きくしたり、ポラロイドカメラで撮影した写真を
画面上で見せてくれて、私たちが「あっ写真にな
った！」と大
喜びしていた
ら、その写真
をポイッと捨
ててしまうの
です。またテ
今はエンパイアステートビルがニューヨークで一

レビに映って

番高いビルになっています。エンパイアビルはい

いる人を切り抜いて、ロンドン市内を走る２階建

つも観光客で入場に長い列ができています。展望

てオープントップバスに乗せてしまったり、エジ

台からみるニューヨークの街並みはやはりすごい

プトのピラミッドの上に移動させたりと映像のマ

ですね。

ジックも見せて楽しませてくれます。
とにかくにぎやかな場所です。ニューヨーク市
民も観光客も誰もがショッピングやイベントを楽
しんでいます。

あっさりした食事
今回は便利な場所にあるホテルでしたので、朝
食・夕食は近くのデリ（コンビニ）でお買い求め
いただきました。観光ツアー中はでっかいハンバ
ーガーのセットを提供しました。さすがに食べき

タイムズ・スクエア

れない人が容器をもらって持ち帰りされていまし

今回はタイムズ・スクエアという一番の繁華街

た。アメリカ人が「昼食はあっさりしたもので」

にあるホテルを選び、ホテルのすぐ前はイベント

というと、このくらいのボリュームのハンバーガ

広場にもなっている場所です。新年のカウントダ

ーとポテトを示します。

ウンイベントがおこなわれる場所といえばテレビ
で観た人も多いはずです。あの階段があるところ
には企業の広告がたくさんあります。日本の東芝
が一番良い場所に広告を出しているのはちょっと
誇らしいで
すね。ここで
面白い巨大
テレビを発
見！自分の

私は滞在中、昼食をしっかり食べて夕食はジュー

姿を映して

スだけという毎日でした。アメリカへ行くと、い

くれるので

つも３〜４ｋｇは体重が増えてしまいます。ちな

すが、画面に

みにアメリカの人たちはポテトのおかわりをもら

登場するお姉さんが虫眼鏡で拡大して私たちを大

って食べていました。

‑ 20 ‑
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メトロポリタン美術館

外国から見た日本

映画の撮影にもよく使

今回の津波や原発事故のニュースで、アメリカ

われる建物なのでご存知

人から「日本はアメリカのパートナーなんだよ。

の方も多いでしょう。こ

早く復興することを祈っているよ。」と声をかけ

こで特筆すべきことは視

ていただきありがたく感じました。ＣＮＮなどの

覚障がいの方に触って楽

ニュース番組では原発事故が世界中に与える影響

しめるプログラムがある

について大問題として取り上げています。日本は

ことです。館内案内図に

どんな災害や事故にも負けることなく一日も早く

は日本語版が、案内所は

復興しなければなりません。

日本人担当もいます。
資料をもらえばどの展示

ＡＪＵの皆様が被災地での活動をなさっている

が触っていただけるかすぐわかります。私たちは

ことは新聞で拝見しております。本当にご苦労様

触ると注意されますが、視覚障がいのある方は、

でございます。被災地でのボランティア活動がで

係員に資料を提示すれば「どうぞ」と触って楽し

きない人は募金活動に参加するなど、自粛ばかり

むことができました。ガラス張りで明るい館内は

していないで、こんなときだからこそ自主的にイ

展示物が見やすく、車いすご利用の方もゆったり

ベントへの参加も必要なのだと思います。日本の

と鑑賞できます。エジプトの神殿や有名画家の絵

経済は中部や関西でも支えていかなければなりま

画、中国陶器、とにかく展示物が豊富でかなり疲

せん。元気を出してできることを協力しましょう。

れます。

観光庁長官登録旅行業第７３５号
㈱チックトラベルセンター
ハートＴＯハート事業部
松本 泰守（まつもと やすもり）
ハートＴＯハートを担当して1５年目
〒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
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このたびの震災・津波では、多くの方々が犠牲となられ
大変心を痛めておりますと共に、ご冥福をお祈り申し上
げます。旅行情報は、中部・関西の経済が日本を盛り上
げて世界から「日本は元気に復活できる」と思われるよう
願って掲載させていただきます。
中部国際空港セントレアは元気いっぱいで日本を盛り上
げてくれることを信じています。

世界遺産の古都めぐり
クロアチア・スロベニア
アドリア海の真珠と讃えられる美しい古都ドブロ
ニクス、青い海を背景にしっとりと建つ聖ヤコブ
大聖堂など、静寂な美しさをお楽しみいただける
ツアーです。

期 間：5 月 29 日（日）〜6 月 6 日（月）
料 金：ひとり 548,000 円（２名１室）
出発地：
成田・中部・関空
ポイント：添乗員同行･リフト付きバス利用

期

間：8 月 14 日（日）〜17 日（水）

料

金：ひとり 148,000 円（２名１室）

出発地：

羽田・中部・大阪

ポイント:添乗員同行･リフト付きバス利用
※ツアーだと休みが合わないという方には個人プラン
がお勧め。ハートＴＯハートの個人プランは現地の
説明をきちんとお伝えできることが特徴です。面倒
なことはすべてお任せを。
皆様はご希望をお伝えいただくだけでＯＫです。
（ただし、あまり無理なコースのご希望は
はっきりとお断りする場合がございます。）

いつでも出発可能・バリ島５日間の旅
専用車・専用ガイド・専用サポートがついて安心
のプラン。バリアフリールームもご用意可能です。
ご希望のお客様はリフト付き車両もご用意いたし
ます。

料金:ひとり 138,000 円（２名１室）から

オランダ・ベルギーの旅

（往復航空運賃・ホテル代・

ブリュッセルでは中世を再現する「オメガング」
祭を見学します。風車のまわる風景やデルフト焼
きで有名な町を見学し、のんびりゆったりの行程
です。

いつでも出発可能・北海道３日間の旅

期 間：7 月 3 日（日）〜10 日（日）
料 金：ひとり 488,000 円（２名１室）
出発地：
成田・中部・関空
ポイント:添乗員同行･リフト付きバス利用

往復の飛行機・ホテル・専用の観光タクシーを組
み合わせてご希望のコースを見学可能です。リフ
ト付き福祉車両のご用意も可能です。ハートＴＯ
ハートの北海道個人プランは、現地を知り尽くし
た担当者が適切なアドバイスをいたします。

朝食代・専用ガイド・専用車）

料金:ひとり 85,000 円（２名１室）から

旭山動物園と初夏の道南道央４日間

（往復航空運賃・ホテル代・

ますますパワーアップした旭山動物園を取り入れ
たコースです。フラノや美瑛の美しい風景も思い
きりお楽しみいただけます。

期 間：7 月 22 日（金）〜25 日（月）
料 金：ひとり 172,000 円（２名１室）
出発地：
羽田・中部・大阪
ポイント:添乗員同行･リフト付きバス利用

朝食代・専用観光タクシー３日間）

■申し込み・問い合わせ■
観光庁長官登録旅行業第 735 号
日本旅行業協会正会員

(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

なつやすみ北海道
知床・宗谷岬・摩周湖４日間

TEL：052-222-7611

FAX：052-212-2778

【月～金 09:30-18:30 土日祝休】

道東の短い夏を思いきり楽しむツアーです。人気
のバリアフリープチホテル風曜日に３連泊です。
緑豊かな道東の風景を満喫して下さい。
‑ 22 ‑
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《グルメオプション》
・国際通り周辺など 沖縄料理
思いのままに♪沖縄グルメ観光満喫の旅
・あぐー豚 サムズレストラン などのステーキ
ランチ
いつもお声をいただきありがとうございます。
・ホテル内レストラン バーベキュー
この夏は「思い立ったら吉日！」
・海辺のカフェ
観光にお値段に！ベストな６月をお勧めします。
・沖縄そば
☆2 名様 オーダーメイド旅行の一例ご案内です。 団体でははいれない「ゆったりゆっくり」グルメ
「思いたったら」いつでもご用命ください。
旅ができます！
☆車椅子のままご利用いただける車両
お一人旅の付き添い・介助もお受けいたします。 【アレンジのご案内 一例】
■６月５日（日）ご出発 ４日間
（専門スタッフが、くわしいお話をうかがい、
ゆったりの４日間コース
お見積もりさせていただきます）
1 日目

セントレア 14：40 or 15：00 発
→那覇空港 17：00 or 17：20 着
那覇 かりゆしアーバンリゾートナハ

2 日目

那覇→かりゆし

３日目

かりゆし

恩納村

４日目

那覇空港

19：05 発→セントレア

〜〜モデルコースのご案内〜〜
恩納村

■福祉バス・タクシー・車椅子対応のレンタカー
手配・行程ご案内いたします。
■貸切の個人旅行です。基本モデルコースはご希
望でアレンジができます。団体旅行と違い、他
のお客様を気にする必要はありません。

上記日程：33,８００円
上記時間帯での航空券
＋ ホテル 3 泊（朝食付き・4 名様１部屋ご利用）

ご希望・日程等々くわしくうかがいお見積もり
いたします。
【パッケージツアーご利用 一例】
■6 月 5 日（日）ご出発 ３日間
滞在時間たっぷりフライトの場合

1 日目

2 日目

３日目

21:10 着

〜お一人旅の添乗・付き添いご旅行ご報告〜
「ニューカレドニアへ行って来ました」
藤谷マルミ

セントレア 7：40 発→那覇空港 10：00 着
（万座毛など観光しながら あぐー豚 ご昼食
15：00〜16：00 時頃 ホテルにチェックイン）
沖縄かりゆしビーチリゾート（洋室・和室）

トラベルパレットの桜井さんから「あなたにぴ
ったりのお仕事よ」と電話がありました。聞いて
みると、京都在住の若い女性

かりゆし→（美ら海水族館へ行ったお帰りに「ザ・
ブセナテラス」でケーキセットカフェタイム→那
覇へ。ホテルにチェックイン後 お買い物・沖縄
料理を満喫）→那覇
ホテルロイヤルオリオン ｊａｌシティ那覇 ロコ
アナハ

Ｋさんと、関空か

ら５日間のニューカレドニアへ旅行する話でした。
会社の特別休暇を利用して、なんとか海外旅行
へ行こうと、インターネットで一生懸命探された
そうです。やっとトラベルパレットに辿りつき、

（南部観光・海辺のカフェ or 自由散策 ソーキ
そば沖縄そば ステーキハウスご昼食）
那覇空港 19：05 発→セントレア 21：10 着

行けることになった。と喜んでいました。
彼女は、中学校までは普通校へ通ったそうです

上記日程：31,800 円
上記時間帯での航空券
＋ ホテル 2 泊（朝食付き・5 名様１部屋ご利用）
☆ケーキセット付☆

から今は全盲ですが色はわかります。まっ青な空
や海、花、鳥を説明しながら二人三脚で歩きまし
た。健脚な方で１日平均三万歩以上になります。
ショッピングもたくさんしました。初日に帽子
やドレスを買い、ビーチサンダルも買いました。
翌日からは、それを着てボートに乗って小さな島
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旅支度のお手伝い

に渡ったり、ビーチを散歩したり。行きあたりば
ったりでおいしそうなお店を見つけると食事をし
ました。
帰りには荷物が多くなってスーツケースに入ら
なくなったりしましたが、とても楽しかったと言
ってくださったし、私も貴重な体験をさせてもら
ったことを感謝しています。
帰ってきてから反省することばかりですが、次
にこの様なお仕事があれば、その時にまた役立て
たいと思います。

「ＪＲチケットやパスポートを取りに行く。ト
ラベラーズチェックを購入する時に付添ってほし
い。」「旅行の必要品を買いに行く時について来て
ほしい。」・・・１人では不安なことがありました
ら、ご相談ください。旅行の準備から楽しんで戴
けるよう、お手伝いいたします。
「トラベルパレット旅くらぶ」ご案内送付をご
希望の方、下記あてお知らせくださいませ。また
「こんな旅をこじんまりと」というリクエストも
随時受付中です。皆さまのお声をお待ちしており
ます。

トラベルパレット旅くらぶ！
★１０周年のディズニーシー（復興をまち）

■申し込み・問い合わせ■

★モデルコースでご案内した沖縄モニター

こちらから伺う旅行会社「トラベルパレット」
桜井憲子・林田明子
〒453-0021 名古屋市中村区松原町 1-24
COMBi 本陣Ｓ204

★バリ島癒し旅モニター
★リフト付車両で巡るゆったり台湾
企画中です。ご興味いただけます方、問い合わ
せ先までご連絡くださいませ。詳しいご案内を

TEL：052-526-8008 FAX：052-482-8883
sakurai@t-palette.jp 10～20 時（日・祝 休み）
（お届けなど不在の場合があります）
ホームページ
http://www.t-palette.jp
トラベルパレット便り http://blog.t-palette.jp/

させていただきます。
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旅行代金：両コースともお一人様
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旅サ
サポ
ポー
ートトセ
セン
ンタ
ター
ー

6,000 円

最少催行人員：8 名
添乗員：同行

桜花の候、花便りがあちら

出発地：名古屋テレビ塔（中区栄）
時

こちらから聞こえる季節と

間：出発 9：00

帰着 17：00

なりました。あいち旅サポー

添乗員の他にあいち旅サポーターが 1 名同行し、

トセンターも おかげさまで

皆様の観光のお手伝いをいたします。

二度目の春を迎えることが

※車いすご利用の方に限らず、どなたでもご参加
いただけます。

できました。これも皆様方の

※車いすのまま固定できる席は 4 席までです（先

ご支援とご協力のおかげで

着順）。

す。ここに厚く御礼申し上げますとともに、今後

※行程の詳細などあいち旅サポートセンターへお

とも皆様により安心して楽しんでいただけるよう

問合せください。

に努めてまいりますので、引き続きご支援、ご協
力を賜りますようお願いいたします。

ひツアーのおすすめポイント！
①トイレ、食事、見学にゆとりをもたせたコース

〜あいち旅サポーターとは〜

になっています。

愛知県委託事業で愛知県を観光で訪れる

②車いすで乗車できるリフト付き観光バスにて出

高齢の方や介添え

発します！

の必要な方に観光

③食事等で配慮が必要な場合、極力ご相談に応じ

のお手伝いを無料

ます。

でさせていただく

④募集人員は 20 名までの少人数制です。

スタッフのことで
す。
サポート②

♪リフト付き観光バスで行く
三河のエジソン（加藤源重さん）の話を聞く
日帰りバスツアー

サポート①

♪リフト付き大型観光バスで行く
高齢者・介添えが必要な方に
やさしいバスツアー
2 コース参加者募集中！

■南知多いちご狩りと世界のタイル博物館■

■三河のエジソンさんの自助具塾

〜ラベンダー香るモリコロパークと瀬戸蔵〜
出発日：6 月 19 日（日）
旅行代金：お一人様

7,500 円

甘くて大きな「章姫」の食べ放題と日本唯一

最少催行人員：15 名

のタイル博物館では宝石のような装飾タイル

添乗員：同行

をお楽しみいただきます。

出発地：名古屋テレビ塔（中区栄）

出発日：5 月 11 日（水）

■安城デンパークと丈山苑■
花と緑があふれるデンパークでは季節の花々
をお楽しみください。丈山苑では庭園を見な
がら抹茶もいただきます。
出発日：5 月 20 日（金）
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企画■

時

間：出発 8：45

帰着 17：00

添乗員の他にあいち旅サポーターが 2 名同行し、
皆様の観光のお手伝いをいたします。
※車いすのまま固定できる席は 4 席までです(先
着順)。
※詳しくは専用パンフレットにてご確認ください。
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トラベル情報

【コース】
名古屋テレビ塔
8:45 発

モリコロパーク
三河のエジソンさんの自助具塾
開催！花の広場はラベンダーの
花咲く季節です。

瀬戸蔵ミュージアム

------

登り窯のあるレストラン
「蔵所」にてご昼食後、
ミュージアム見学

【加藤源重さん】

瀬戸の街並み散策

雨でも安心アーケード街
や新世紀工芸館など自
由散策

自助具発明家として有
名な加藤さんは機械工
として働いていた時、

道の駅

瀬戸しなの

名古屋テレビ塔

23 年 3 月に OPEN！
とれたて野菜や
“せともの”がいっぱい！

修理中の事故で利き手である右手の 5 指を失って

17:00 頃

しまいました。人生がひっくり返るような大きな
衝撃を受け、心の葛藤を繰り返しながらも、
「障害
を負ったからといって人生が終わった訳ではな

ひツアーのおすすめポイント！

い」と、自分の右手を補う自助具作りを始めるよ

①「三河のエジソン」こと加藤源重さん発明のい
ろいろな自助具を体験・見学していただけます。
②源重さんの講話は生きることの喜びやパワーを

うになりました。今では、その自助具の数は何百
種類にも及びます。全国からの源重さんを訪ねら
れる方々に「夢」や「希望」を与え続けています。

与えてくれます！
③車いすのまま乗車できるリフト付き観光バスに
て出発します！

今回ご紹介させていただいた全てのツアーには、
「あいち旅サポーター」が同行しますが、ご参加

④杖や車いすをご利用のお客様にも安心して楽し

の皆様全体のお世話をさせていただくもので、お

んでいただけるよう、バリアフリーに配慮のあ

一人様に専属でサポートを行うものではありま

る観光地をご案内いたします。

せん。一名様でのご参加は、ご自身で身の回りの

⑤食事やトイレの時間に配慮したゆったりコー
ス！

こと（食事、トイレ、買い物）ができることが前
提となります。

⑥1 名様からご参加いただけます！
⑦電動車いすでもご参加いただけます！

あいち旅サポートセンター
TEL (０５２)５８２-２１６４
FAX (０５２)５３３-６６８２
受付時間：9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始は休業）

e-mail ： tabisupport@mwt.co.jp
http://www.mwt.co.jp/tabisupport/
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リサイクル情報

福祉用具のリサイクル情報 （11/4/3 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！ ＊金額のないものは無料です。 譲って欲しい！
★ベッド、床周り品

★ベッド、床周り品

・3 モーターベッド

・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・サイドテーブル
・マット（除圧、体位分散、エアー、ロホ）

\300,00 2 年半使用
・アルファパット （転倒、転落衝撃吸収パット）
未使用
・自動体位変換装置
\90,000 ほぼ未使用
・エアーマット（アドバンハイクオリティー）
応相談
未使用

★移動用品
・テニス用車いす

ＯＸ

\30,000
H.15 購入、週 1 で使用
・介助用車いす （リクライニング） ミキ
1 年使用
\50,000
・電動車椅子 スズキ
\200,000
Ｈ20 購入 未使用
・ミクニマイティエースⅡ（支柱セット）
不明
（設置時に穴を開けない固定式リフト）

★入浴用品
・入浴用介護リフト
（ミクニマイティエイド 80） \100,000

5 年使用

★トイレ用品
・スカットクリーン（電動収尿器）
男性用
応相談

★移動用品
・各車いす（手動、介助用、電動）
・シルバーカー
・電動三輪、四輪車・電動車いすユニット
・マイリフティ、つるべ床走行式リフト
・JW1 か JW2 のバッテリー・歩行器、歩行車
・松葉杖・一本杖、４点杖、ロフストランドクラッチ
・子供用車いす、バギー、ＰＣＷ

★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・補高便座
・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
（車いす用、低反発、円座、体位変換、ロホ、エアー）
・クッションチェア L サイズ・ロホクッションカバー
・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
・靴（22.5 ㎝〜23 ㎝）・装具用靴（26 ㎝）
・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
・トイレ用簡易手すり・立ち上がり用補助いす

｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。

未使用

★その他

＜福祉用具についての問い合わせ＞

・スプーンホルダー
・キャップオープナー
・足浴器
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応相談

●ＡＪＵリサイクル相談事業部●

未使用
未使用
4 年使用

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
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東日本大震災

急がれる被災障害者支援
東日本大震災 被災地障害者緊急支援サイト
http://wadachi.ecom-plat.jp/
3 月 22 日

ＣＩＬたすけっと（仙台）にて

月 11 日、東北・関東の広い地域にマグ

に達しています。今日のオムツ、今日の介助者に

ニチュード 9.0 という巨大地震が襲い、

も事欠き、さらに再建の目処が立たない状況から

大津波、原発事故と、未曾有の被害をもたらして

先行きに大きな不安を抱えています。
後の支援ニーズとしては、専門の介助スタ

います。

ッフ不足、栄養のバランスのとれた食事、

「女性スタッフが被害を受けて来られない！
至急女性介助者を派遣して欲しい」。発災直後に

障害者や高齢者だけが未だに利用できない入浴、

宮城県内の障害者支援センターより要請を受け、

生活不活発病、こころのケアなど、多岐多様で、

ＡＪＵ自立の家では、12 日午後、第１陣として

個別かつ集中的、長期にわたる支援が求められま

女性スタッフ３名と男性スタッフ２名が、車に積

す。被災地での生活継続が困難な障害者を受けて

めるだけの水と毛布、発電機等を積んで現地に向

入れて欲しいとの要請もあります。

け出発。到着するや、現地の障害者団体・施設数

こうした事態に対し、全国レベルでは「大震災

カ所を支援し、避難所を回ってニーズを拾うなど

障害者救援本部」（八王子市）と「みやぎ支援セ

の活動を昼夜通して行いました。

ンター」と「ふくしま支援センター」が立ち上が

発災当初の被災地からは生活物資がほしいとい

りました。今後はこれら本部と地域センターが被

う声と同時に、宮城県危機対策室からは避難所間

災地のニーズを掘り起こしつつ、全国の応援を得

仕切りの支援要請が入りました。21 日、第２陣

ながら支援を進めていくことになります。ＡＪＵ

として 10 名のスタッフが、10 トントラック（救

と情報誌発行委員会でも、これらと協働して活動

援物資）と４トントラック（避難所間仕切り 100

して参ります。

セット）、物資運搬用 1.5 トントラック、軽自動

つきましては、被災地の障害者の更なる支援の

車、普通乗用車の計５台とともに出発し、救援物

ため、読者のみなさま方に募金へのご協力、ご支

資と間仕切りを納入設置する任務を果たしてきま

援を心よりお願いいたします。

した。
稿を書いている今も、被災地のニーズは

募金のお願い

刻々と動いています。小さな避難所を閉鎖

111 号に同封の振替用紙にてご入金下さい。

して、大規模避難所に再編する動きの中、新学期

赤色用紙を使うと手数料がかりません。

の始まる 4 月 11 日までに間仕切りが必要という

郵便局そなえつけの振替用紙（青色）の場合は

要請が舞い込みました。第３陣では宮城県多賀城

口座番号： ００８９０−０−９０５７３

市、岩手県宮古市を中心に急きょ間仕切りの搬入

加入者名： 福祉情報誌発行委員会

設置を行うことが決定しました。

※通信欄には「東日本大震災障害者救援」

震災から１ヶ月を過ぎ、被災者の疲れはピーク
‑ 28 ‑
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読者のこえ

の こ え

読
愛知県海部郡 Ｉさんより

愛知県岡崎市 Ｉさんより

いつも楽しく読ませてもらってます。

持ち家で車いすで生活しています。２階へ上が

>>>> ありがとうございます。少しでも、楽しく
て役に立つ情報をお届けできるよう、これ
からも頑張っていきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いします。

る事がなかなか改造出来ずに悩んでいます。みな
さんはどのようにしてみえるのでしょうか？
>>>> 障害の程度、２階へ上がりたい場面、頻度
にもよりますが、私も以前、階段を上がる
ときはおぶってもらい、降りるときは、階
段に腰を下ろし、一段ずつお尻をおろして
降りた経験があります。もし、２階に上が
る頻度が多ければ、福祉機器も利用をお勧
めします。車いすからの乗り移りが可能な
方ならばいす式階段昇降機などがありま
す。一般的に高額なイメージですが、レン
タル制度や助成金制度を上手に活用すれ
ば、少ない御負担で導入することができる
ようです。
身体の状態や家の様子も違います。住宅改
造については、最後のページに掲載してい
ます「やさしい住まいの支援ネット」にご
相談なさってはいかがでしょうか。

茨城県土浦市 Ｈさんより
微力ながら、これからも応援して
います。継続は力なり。
>>>> この度の災害では、地震、津
波、原発と、想像を絶する被
害で、かける言葉が浮かんで
こないほどです。ご家族はご
無事でしたでしょうか。このような事態に
あっても、温かいメッセージをいただき、
本当にありがとうございます。私たちも、
できる限り支援していきたいと思ってい
ます。

い ろ い ろ

報

お詫びと訂正
前号（110 号）で、次のような誤りがございま

p.30

購読に関する手続きについて

した。ご迷惑をおかけしまして、申し訳ございま

ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方の手続きおよ

せんでした。お詫びして、訂正いたします。

び手数料について、お問い合わせをいただきま

p.6

NPO 法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセ

ンターの郵便番号

ゆうちょ銀行からゆうちょ銀行への払込は、購
読者ご本人の特定（住所、氏名）および購読年

（誤）〒5217-0011→（正）〒517-0011
p.29

した。

度の特定ができないため、受け付けることがで
きません。

地下鉄東山線の駅名

ゆうちょ銀行の口座をお持ちの方には、大変ご

（誤）亀山駅→（正）亀島駅

迷惑をおかけしますが、110 号で同封させてい
p.30

医療相談室の E-mail

（誤）

ただきました振込用紙（青色）にて、ご購読の
→

手続きをしていただきたいと思います。

（正）

2011.04.20

よろしくお願いいたします。
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いろいろ情報

訪問マッサージ・リハビリ

ひかり鍼灸院 体・験・談！
ひかり鍼灸院のマッサージを受けられた方から、
体験談をいただきました。ひかり鍼灸院さん（最後
のページに広告掲載）は、健康保険が使える訪問マ
ッサージ・リハビリです。
お困りの方は、お気軽にお電話を！
Ｙさん（大正生まれ）より
心筋梗塞、脳梗塞、２回して動けなくなった私は、
車椅子で此処老人ホームに病院から直通できました。
食事するためのスプーンも持てなかった私でした
が、入所３日目から鍼灸院のマッサージを受けるよ
うになり、それから一年半、週３回のマッサージの
おかげで、少しずつ、少しずつ良くなり、起き上が
れるようになりました。立つ事が出来るようになり、
一歩ずつ足が出るようになり、何よりもうれしかっ
た事は、トイレに自分で行けるようになった事です。
曲がらなかった腰も曲がるようになり、落とし物も
拾えるようになりました。マッサージを続けて頂い
たお陰と感謝致しております。悪くなってから一日
も早く続ける事が大切と思っています。
雪の日も雨の日も、ベッドまで来て頂いたお陰と
感謝致しております。「継続は力なり」の言葉通り
と思っています。先生、有難うございました。

２０１１年ゴールデンウィーク
観光スポット特集
《ブルーボネット》
ブルーボネットとは中部電力が創立 50 周年事業
で新名古屋火力発電所の一部を整備したものの自然
庭園です。園内には 22 のガーデンがあり、園内に
は多種多様なワイルドフラワー（野性的な雰囲気を
持つ草花）が咲き乱れています。そのほかにもレス
トラン AURA（アウラ）やガーデンショップ、植物
の情報を検索できるコーナーなども設けられていま
す。なお、当庭園の愛称の「ブルーボネット」とは、
アメリカ・テキサス州の州花です。
開催場所：〒455-0028
名古屋市港区潮見町 42 番地
開催時間：3／1〜11／30 9：30〜17：00
12／１〜25
9：30〜16：00
営業時間を延長する場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
- 30 -

休 館 日：毎週月曜日
（ただし月曜日が祝日の場合は翌日）
海の日（7 月第 3 月曜日）
12／24、12／26〜翌 2 月末日
料
金：大人：300 円、65 歳以上：200 円
小中学生：150 円、6 歳未満：無料
障がい者・付添人（1 人）：200 円
小・中学生障がい者：100 円
◎30 人以上の団体様は 10％OFF
駐 車 場：北エリアに身障用駐車場 6 台あり、無料
アクセス(鉄道)：地下鉄名港線「名古屋港」下車
ガーデン埠頭から水上バスで約 10
分（車いす不可）
ア ク セ ス (車 )：伊勢湾岸自動車道
名港潮見 IC から約 5 分。
身障トイレ：各建物１階に 1 カ所あり
問い合せ先：TEL 052-613-1187
ブルー・ボネット

検索

《名古屋市農業センター》
都市農業の振興を図るため昭和 40 年 4 月 1 日に
名古屋市東部の丘陵地に開設されました。創立当初
においては、農業技術の普及、指導を行ってきまし
たが、近年は一般市民の方を対象に、野菜や草花、
家畜などの展示、農業に関する講習会や体験教室を
行うなど農業公園として広く開放し、農業知識の学
習、体験の場として利用されています。
園内には、牛や鶏などの畜産施設、野菜や花の栽
培施設があります。なかでも、天然記念物の鶏（東
天紅など）や名古屋コーチンの卵がふ化する様子が
見られる展示鶏舎は人気を集めています。ミルク工
房では、当センターで搾った牛乳や、それを使った
アイスクリームを販売しています。
場
所：〒468-0021
名古屋市天白区天白町大字平針字黒石
2872-3
入園時間：9:00〜1630
休 園 日：毎週月曜日
入 園 料：無料
アクセス：地下鉄鶴舞線｢平針｣下車徒歩 20 分
地下鉄鶴舞線｢赤池｣下車徒歩 20 分
地下鉄鶴舞線｢平針｣から市バス「荒池」
行｢荒池｣下車、徒歩７分
地下鉄鶴舞線｢赤池｣から名鉄バス「祐福
寺」又は「前後」行｢荒池｣下車、徒歩７分
（渋滞が予想されますので、公共交通機
関を使ってください）
身障トイレ：園内に２箇所ございます。
2011.04.20
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問い合せ先：TEL 052-801-5221
FAX 052-801-5222)
名古屋市農業センター

検索

《愛知牧場》
愛知池の近くに広がる大牧草地で、名古屋近郊で
は珍しい本格的な牧場です。どうぶつひろばや乗馬
などで動物達と触れ合ったり、パターゴルフやバー
ベキューなどで一日楽しむことができます。また、
「ログテラスあいぼく」「モーハウス」では、大好
評のしぼりたての牛乳やソフトクリームをお楽しみ
いただけます。

2011/５月下旬〜2011/７/10(日)
開催時間：9:00〜21:00
料
金：入村時に「なばなクーポン」1.500 円購
入が必要となります。（小学生以上）
アクセス(鉄道)：ＪＲ・近鉄名古屋線 桑名駅より三
重交通バス｢なばなの里｣行き 10 分
アクセス(車)：東名阪自動車道・長島ＩＣ10 分
身障トイレ：里内各所８箇所ございます。
駐 車 場：有料
問い合せ先：なばなの里 0594-41-0787(代)
なばなの里

検索

入場時間：9：００〜１７：００

よしもとお笑いファンより

定 休 日：年中無休
※喫茶(ログテラスあいぼく)は月曜定休
※パターゴルフ・ゲストハウス・乗馬ク
ラブ・引き馬は火曜定休
アクセス::.名鉄豊田線「黒笹駅」下車徒歩 10 分
東名三好インターより車で 5 分
飯田街道：米野木信号東進で 2km
駐 車 場：あり(500 台官費)
車いすトイレ：牧場内に 2 カ所ございます。
問い合わせ

日進市米野木町南山 977 番地
TEL：0561-72-1300
FAX：0561-72-1521

【乗馬】 TEL：0561-73-0649
【喫茶】 TEL：0561-74-0518
【バーベキュー】 TEL：050-3531-3101

愛知牧場

検索

《なばなの里》
なばなの里のメインイベントは、それぞれの季節
の美しさを満喫できる 3 つのまつり。春から夏にか
けての草花の競演「花まつり」、秋空に映える「ダ
リア・コスモスまつり」、冬には幻想的な「ウイン
ターイルミネーション」。一年を通じ、趣向を凝ら
して皆様をお迎えします。
５〜６月のイベントは「バラまつり」「あじさい
・花しょうぶまつり」があります。
開催場所：なばなの里
三重県桑名市長島町駒江漆畑 270
開催期間：バラまつり
2010/５/７(金)〜2011/６月中旬
あじさい・花しょうぶまつり
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みなさん、ゴールデンウィークだけでなく週末は
お笑いに行きませんか？さぁ！！お笑いの本場なん
ばグランド花月（NGK）いかがでしょうか？
吉本新喜劇はもちろん！！！ロバート ハリセン
ボン COWCOW キングゴング フットボールア
ワー あべこうじ はんにゃ 小泉エリ サバンナ
ハイキングウォーキング M-1 優勝者の笑い飯
ピース等、人気がある芸人が出演します。（日によ
って芸人が変わります。）テレビでは味わえない臨
場感を楽しんではどうですか？
開催場所：なんばグランド花月
〒542-0075
大阪府大阪市中央区難波千日前 11-6
公演時間：公演に関するお問い合わせ
チケットよしもと：0570-036-912
（10：00〜19：00）
料
金：障害者割引適用（本人とその介助者１名）
通常料金が 4500 円→3000 円に割引
※ホールチケット売り場窓口のみ
※障害者手帳持参が必要です。
アクセス(鉄道)：地下鉄御堂筋線「なんば駅」、
南海・近鉄・阪神・ＪＲ「難波駅」
から徒歩３分
アクセス(車)：阪神高速道頓堀ランプを降りて千日前
通りを西へ 300m、
身障トイレ：あり
駐車場：なし
問い合せ先：ＮＧＫホール
TEL:06-6641-0888
FAX:06-6631-0740
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の思うままにメッセージが自由
編集でき、画面に大きく表示する
携帯電話用意思伝達アプリです。
本サービスの特徴は、あらかじめ
伝えたいメッセージを選択表示
し、友人や介助者に音声で呼び掛
け、直接「画面」を通じて自分の
意思を伝えます。周囲を気にせず
に、こっそりと自分の意思を伝え
られるのです。ご購入時の参考
「メッセージ」を編集し直し、自
分なりの表現を作製してお楽し
み下さい。また、６種類の「呼び
掛け音声」も選択可能です。発話にご不自由を感じ
ている方はぜひお試し下さい。
販 売 先：docomo アプリストアで「意思伝達」
を検索
料
金：315 円（税込）
問い合わせ：国際電業(株)営業部新市場営業推進室
〒466-0054
名古屋市昭和区円上町２７−１４
TEL 052-871-6621
FAX 052ー889-1153

国際電業株式会社より
【ハートチャットあい With ボイス版】
単語帳としても利用可能なアプリ、自分の思うまま
にメッセージを自由編集できる携帯電話用会話補助
アプリです。
作成したメッセージは絵文字も女性や男性の声で
読上げてくれます。疑問文の抑揚など、自然に近い
音声発話をお楽しみ下さい。
本サービスの特徴としまして、エチケットに配慮
し、外出先ではさらっと介助者だけにメッセージを
見てもらう使い方もできます。選択画面には写真や
画像を貼付けることも可能なため、文字選択の苦手
な方にもお気軽にお使い頂けます。携帯電話がその
まま会話補助に変身するサービスです。発話にご不
自由を感じている方、ぜひお試し下さい。
販 売 先：docomo アプリストアで「会話補助」か
「ハートチャット」を検索
料
金：420 円（税込）
【意思伝達ＨＣｉ】
絵文字編集は勿論、写真・画像貼付けなど、自分

やさしい住まいの支援ネット

医療相談室
長年、診療機関で障害がある仲間の医療ケアに携わ

障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開設

ってみえた「リハビリテーション医の万歳登茂子先

し、住宅の改造などの相談に対応いたします。

生」のご協力で開設。

《相談日》５月２１日
６月４日、１８日

《相談日》５月７日、１４日

いずれも土曜日、午後１時半から

６月２５日
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》障害がある人

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
《場

ＦＡＸ 052-841-6622

http://

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福）AJU 自立の家 サマリアハウス内
《場

所》名古屋市昭和区恵方町 2-15

（社福）AJU 自立の家 サマリアハウス内相談室
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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。
健康保険が使用できます
（医師の同意が必要）

㈱東洋医療グループ

ひかり鍼灸院
緑区鳴海町字大清水 69-1029

5 ０１２０-５６-０３４８

でんわ ０９０-９１８４-５５１５

ｈｔｔｐ//ｗｗｗ．ｈｉｋａｒｉｓｉｎｋｙｕｉｎ．ｃｏｍ

名古屋市千種区新池町２－２２－８
tel／fax ０５２－７８２－３１７２

お気軽にご相談下さい。担当／牧野

編 集 後 記

情報募集中！

3月11日に起こったマグニチュード9．0の大地

障害福祉制度への意見、町で見つけたアクセ

震と、それに続く巨大津波が襲った東北関東の太平

シブルな穴場、あれ？ちょっとおかしいな？と

洋側、この震災で被災されて犠牲となられた数多く

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、

の方々にはご冥福をお祈りします。さらに追い討ち

皆さんからの情報をお待ちしています。

をかけた原発事故は多くの人々を強制避難させ、困

ぜひぜひ、編集部までご連絡下さい

難を強いて、震災と併せその全容はいまだに分かっ

■編集部

ていません。

ＴＥＬ 052-841-9888
ＦＡＸ 052-841-1015

また、命は助かっても、住むところを失い、電気
や水、食料や燃料の不足で人工呼吸器などの生命維

お待ちしていま〜す

持装置が動かなくなったり、透析などができなくな
ったりしている障害者もあり、当然のことながら、

隔月発行

ヘルパーなども被災しているわけですから、自立生

年間購読料：1,500 円
振込先（郵便局にて振込）
加入者名：福祉情報誌発行委員会
口座番号：00890-0-90573
お問い合わせ・購読中止のご連絡は、こちらまで
TEL ０５２−８４１−９８８８
FAX ０５２−８４１−１０１５
E-mail

活を送っていたり、介助が多く必要な重度障害者に
は苛酷な環境におかれています。
ＡＪＵでは避難所用間仕切りの配布・設置などと
ともに、重度障害者の生活再建全般にわたる支援に
全力を挙げています。
がんばろう、日本！
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