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特集：学校を考える

障がいを持った息子の学校生活
こんにちは。私、山田愛です。アラフォーにして 20 代のジャニーズ
に夢中です。障がいは脳性まひです。
もうすぐ、50 代になる脳性まひのだんなと、ゲームに夢中な小学校
６年生になった脳性まひの息子の３人暮らしです。
だんなは体がクマに似てきてしまいました。昔は細かったのに…。
そういう私も昔は細かったのに…。
今回は、息子の学校生活の様子を書こうと思います。息子は息子なり
に葛藤して障がいに向き合う様子がありました。
という発達障がいになっていることが判明しまし

入学前

た。約半年くらいの知的な遅れもありました。

保育園では普通にほかの子どもたちと過ごせた

でも、医者からは「様子をみましょう」と言わ

ので普通学級へ行かせようと思い、近所の小学校

れただけでした。それから注意深く息子の様子を

へ事前に話を聞きに行きました。普通学級に入れ

見ながら、これからのことを考え始めました。肢

るかどうか少し不安がありました。もし、断られ

体不自由の方で手帳をもらっていたから、愛護手

たら仕方がないと思いながら、親子３人そろって

帳は申請しませんでした。

学校に行きました。

１年生のとき、登校は

学校に行くと、校長先生・教頭先生・教務主任

同じ分団の子が迎えに

の先生がいました。息子を見て第一声が「ああ、

来てくれていました。２

大丈夫ですよ。息子さん

年生になると、同じ分団

はこの学校に通っても

の班長の子が「ぼく、面

らってもいいです。ぜひ

倒みれません」と学校側に訴えたため、家族（主

来てください」と教頭先

に私）が学校の門まで送って行きました。送るこ

生が言いました。当時い

とになったとき、私が思ったのは「面倒がみられ

た教頭先生は、肢体不自由の児童を担任で受けも

ないのは仕方がない…。けど、学校側は、一方の

ったことがあるということでした。とりあえず、

言い分だけを聞くのではなく、こちらの話も聞い

入学はできることになりました。

てほしかった」ということでした。
息子は３年生の秋に足の手術を受けました。そ

１年生から３年生まで

の際に自宅から離れた医療センターに入所し、学

１年・２年生の時は大きな問題はなかったもの

校を地元の小学校から特別支援学校へ一時的に転

の、学童保育の指導員さんから「息子さんはほか

校させました。足の治療とリハビリを受けながら

の同級生の子どもたちと比べて幼い。もしかした

特別支援学校に通っていました。そこではできる

ら、発達に問題があるかも。一度、調べてもらっ

子になっていて、息子自身、自信があふれていた

たほうがよいのでは？」と言われ、名古屋市療育

ようです。

センターへ行きました。

治療とリハビリが一段落ついて自宅に戻り、学

調べてもらうと『ADHD 注意欠如多動性障害』 校も地元の小学校に戻りました。戻ってすぐは、
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クラスのペースについていけたようですが、次第

ていたんです。手を洗わない、

に少しずつクラスのペースから遅れ始めたようで

身だしなみがなってない…清

した。担任からは「特別支援学級への転校も考え

潔感がないことが問題になり、

てみてください」と言われました。通っている学

クラス全員が引いてしまう原

校には特別支援学級はありません。車で 10 分の

因を生んだのでした。私は朝、

ところの小学校に見学に行きました。肢体不自由

学校に行くときにハンカチ、ナプキンを持ったか

の特別支援学級があるところでしたので、車いす

確認はします。でも、学校で使用したかは確認が

で動けるようにエレベーターもありました。私は

できません。思い悩んだあげく、心療内科に行く

いいなと思いましたが、だんなが「入学前に、こ

ことにしました。心療内科の先生に今までの経緯

こに決めればよかったのに。今さら転校させるの

を話すと、
「普通学級から支援学級に移した方がい

は反対」と言ったのもあったし、息子も嫌がった

いと思います」と言われてしまいました。私自身

のでこの話はなくなりました。

も薄々感じていたんですが、結局、普通学級から
支援学級に移すしか道は残っていないのか…と感

４年生から５年生

じてしまいました。

４年生の担任の先生は若い女の方でした。その

今の学校では普通学級しかないので、転校させ

先生は特別に息子がやる気を出すような宿題を出

るか、転校はせず、通級させるかということを考

してくれて、一所懸命やってくれました。忘れ物

えていました。しかし、
「学期内の申し出は難しい」

のチェック表も作ってくれていました。分団にも

と教頭先生に言われ、どうしようもない状態が秋

加わっていけるようになりました。あまり遅いと

までつづきました。

担任が迎えに来てくれました。この頃は学校も学

秋が深まっていき、11 月の中頃のある日、学

童も休むことがたまにありました。今思えば、息

校から家に電話がかかってきました。「来年度に、

子の心が悲鳴を上げ始めていたんだと思います。

支援学級をおきたいのですが、どうしますか？」

５年生の担任も若い女の方でした。この先生は

と聞かれました。支援学級ができるかどうかは不

経験もなかったのか、私にはいっぱいいっぱいに

明だし、支援学級に移してもやっていけるかとい

見えました。30 人の児童をみないといけない中

う不安がありました。

で、息子にどう関わるか迷っていたんじゃないか

でも、息子の学校生活が少しでもよくなればい

と思いました。学校行事があるごとに、家に来て

いと思ったので、支援学級に移すように学校側に

は「・・・したいですが、お母さんはどうします

希望を出しました。結果は２月ぐらいになるよう

か？」と聞かれました。そのたびに「息子のやり

なことを言われました。

たいほうでやらしてあげてく

２月になりましたが、結果の報告がありません。

ださい」と答えていました。そ

どうなっているのかも聞けないまま２月末にやっ

の頃の息子は授業中に消しゴ

と報告があり、６年生から支援学級への進級が決

ムを細かくしてバラバラにし

まりました。ようやく、少しは息子の心労の軽減

てしまったり、学童に行きたく

になるのかなと思いました。

ないと言ったりしていました。
そして、私が悩む最大の事件が起こってしまっ
たのです。その事件は息子が成長した証ですが、
一つ間違えると犯罪になってしまうことでした。
女性に興味を持ち、女子の体に触れてしまったん
です。それと女子が引いてしまうようなこともやっ
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特集：学校を考える

４月、息子は６年生に

編集部より

６年生になったある日、入学式の準備と式に出

学校生活の中で戸惑う息子さんと、わが子にとっ

席するために息子は学校へ行きました。やはり、

て何がよいのか揺れる母親の気持ちがよく伝わっ

何をやればよいのかわからなかったようで体育館

てきました。先生たちも余裕のないなか、いろい

の隅に一人でいたようでした。その時に今年から

ろと工夫したり、対応してきた結果、たどり着い

担任になった先生に声をかけてもらい、教室の片

たのが特別支援学級なのでしょうね。

付けをやったようでした。先生が「まだ、ないし

あいさんは「普通学級に近づくため」の支援学

ょだけど今度あなたの担任になります」と言った

級ととらえられていますが、編集会議では、障害

ら息子は「えっ!?」という感じに驚いていたそう

のある子だけが近づく努力をすべきなのかという

です。でも安心したんだと思いますが、その後い

ことが議論になりました。従来の「医学モデル」

ろいろと話をしたそうです。自分の体のことだと

では障害を治療（克服）して健常者に近づくべき

か、家族のこと、私が酒飲みだということまで…。

ととらえられてきましたが、世界の潮流は「社会

進級して１ヶ月経ち、息子の様子が変わりました。

モデル」です。障害を個性ととらえて、環境を調

宿題はほぼ自分からやるようになり、学校の様子も

整することでさまざまな困難を抱えた人の居場所

話してくれるようになりました。明るくなりました。

をつくろうという流れです。

学童の指導員からは「お母さん、去年までは地

ふつうの公立小学校で、特別支援教育の対象と

獄だったね。よかったね。でも、これで安心して

なる発達障害がある子も、自分の気持ちをうまく

はいけないよ。これから始まりだよ。息子さんに

コントロールできない子も、みんな同じ教室で学

とって」と言われました。全くその通りです。息

ぶ実践をしているところがあります。

子にとって今までのしがらみから解放されて自信



次ページの映画『みんなの学校』参照

をもう一度持てるようにサポートしていかないと
大阪市立大空小学校の１年を描いたドキュメン

いけないと思い

タリー映画なのですが、先日この映画を見る機会

ます。

があって感動しました。公立小学校がインクルー

これまでの自

シブ教育を見事に実践。子どもも先生も地域の人

分の経験上、支

も、一緒に育つ仕組みを作り上げているので必見

援学級はそんな

です。

に必要なのか？

インクルーシブ教育などというスローガンは聞

必要じゃないの

かれません。代わりに「大空はみんなの学校だ」。

か？よくわかりませんでした。障がい者運動にお

初代校長の木村先生の言葉としてたびたび出てき

いては支援学級なんて必要じゃないという意見も

ました。木村校長は、子どもたち、先生たちに問

聞きます。私はこういうふうに思います。
「普通学

いかけます。

級に近づくためのもの」と。支援学級に行ってい

「みんなとは誰だ？

る子どもたちは普通学級に行けないというふうに

「一人ひとりとは誰か？ あなた自身です」

考えるのではなく、普通学級へ行けるようになる

問題が起こるたびに原点を確認するので、障害

場所だと思います。一番大事なのは障がいを持っ

のある子もない子も、傍観者ではいられません。

た子どもたちが、きちんと教育を受けられるよう

一人ひとりの当事者性をはぐくむことが大事なん

にしてあげることだと思いました。

だと、インクルーシブ教育の本質を見せられた思

小学校生活はあとわずか。息子の成長がどこま

いがしました。こんな学校もあること、参考にな

でになるか見守ります。

れば…。
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映画紹介
2014 年/106 分/ドキュメンタリー映画/関西テレビ放送制作

すべての子どもに居場所を

を絶妙な近さから、ありのままに映していきます。
そもそも学びとは何でしょう？ そして、あるべ

大空小学校がめざすのは「不登校ゼロ」
。ここで

き公教育の姿とは？ 大空小学校には、そのヒント

は、特別支援教育の対象となる発達障害がある子

が溢れています。

も、自分の気持ちをうまくコントロールできない
子も、みんな同じ教室で学びます。ふつうの公立

大阪市立大空小学校

小学校ですが、開校から 6 年間、児童と教職員だ
けでなく、保護者や地域の人もいっしょになって、

大阪市住吉区にある公立小学校。2012 年度の
児童数・約 220 人のうち、特

誰もが通い続けることができ

別支援の対象となる数は 30 人

る学校を作りあげてきました。

を超えていたが（通常学級数

すぐに教室を飛び出してし

6・特別支援学級 7）
、すべての

まう子も、つい友達に暴力をふ

子どもたちが同じ教室で学び

るってしまう子も、みんなで見

ます。教職員は通常のルールに

守ります。あるとき、「あの子

沿って加配されていますが、地

が行くなら大空には行きたく

域住民や学生ボランティアだ

ない」と噂される子が入学しま

けでなく、保護者らの支援も積

した。「じゃあ、そんな子はど

極的に受け入れた「地域に開か

こへ行くの？そんな子が安心

れた学校」として、多くの大人

して来られるのが地域の学校

たちで見守れる体制を作って

のはず」と木村泰子校長。やが

います。学校の理念は「すべて

て彼は、この学び舎で居場所を

の子どもの学習権を保障する

みつけ、春には卒業式を迎えま

学校をつくる」
、不登校はゼロ。

す。いまでは、他の学校へ通えなくなった子が次々

唯一のルールとして“自分がされていやなことは

と大空小学校に転校してくるようになりました。

人にしない言わない”という「たったひとつの約束」

学校が変われば、地域が変わる

があり、子どもたちはこの約束を破ると“やり直す”
ために、やり直しの部屋（校長室）へとやってき

このとりくみは、支援が必要な児童のためだけ

ます。テレビ版「みんなの学校」の放送後には全

のものではありません。経験の浅い先生をベテラ

国各地から、支援を必要とする子どもたちが数多

ンの先生たちが見守る。子どもたちのどんな状態

く、学区へと引っ越してきているそうです。

も、それぞれの個性だと捉える。そのことが、周

▼東海地方の上映会（6 月 8 日現在）

りの子どもたちはもちろん、地域にとっても「自

6 月 20 日(土)
6 月 27 日(土)
7 月 17 日(金)
7 月 18 日(土)
9 月 5 日(土)
9 月 23 日(祝)
11 月 21 日(土)

分とは違う隣人」が抱える問題を一人ひとり思い
やる力を培っています。
映画は、日々生まれかわるように育っていく子
どもたちの奇跡の瞬間、ともに歩む教職員や保護

長久手市文化の家 光のホール
可児市文化創造センター
四日市市文化会館
賢隆山久遠寺・ウィルあいち
長久手市文化の家 光のホール
豊川市小坂井文化会館 フロイデンホール
文化フォーラム春日井 視聴覚ホール

者たちの苦悩、戸惑い、よろこび…。そのすべて
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体験レポート

新しい電動車いすができるまで
みなさん、こんにちは。高橋幸子です。最近はいろいろな予定があって、
ちょっとバタバタしています。そんな中での私のリラックス方法は、動画
サイトで 70 年代や 80 年代のＣＭを見ることです。昔のＣＭは味があっ
て、センスがあると思います。
私は生まれつきの脳性マヒで、日常生活では簡易電動車い
すで生活しています。
今回は、電動車いすの更新の判定のことと、そのとき感じ
たことを書きたいと思います。
11 時 30 分に、更生相談所の理学療法士、作業

そろそろ更新の時期だ

療法士、車いすを作っている人が自宅に来ました。

電動車いすの更新の時期がやってきました。車

あとからピア名古屋で働いている友人が来ました。

いすは、６年経つと新しいものを作ることができ

審査の説明のあと、さっそく審査

ます。

が始まりました。審査の内容は、主

まずは、区役所に行って、
「新しい電動車いすを

に理学療法士と作業療法士の質問

作りたい」と言ってきました。すると、区役所の

に答えたり、指示に従って体を動か

職員から、
「更生相談所の審査を受けて、そこでＯ

すというものでした。どういうこと

Ｋが出たら作れますよ」と言われました。

を聞かれたかというと、「箸は持てますか」とか、

※

私は区役所とのやりとりをピア名古屋 に報告

「ごはんを食べるときは、自分で食べますか」と

し、そこで働いている友人に付き添ってもらって、

か、
「普段生活していて、どこまで自分でできます

更生相談所に日程調整の電話をかけました。その

か」など、いろいろでした。そして、

結果、９月 17 日に更生相談所の職員が、自宅に

腕を上下に上げ下げしたり、手を閉

来て判定のための審査をやってもらうことになり

じたり開いたりするものでした。

ました。その審査には、ピア名古屋の福祉用具担

審査は、だいたい１時間くらいで

当の職員も同席してくれることになりました。

した。審査が終わると、作業療法士が、
「高橋さん
は、手が動くので、ひょっとしたら、電動車いす

※ピア名古屋は、障害のある仲間が働く場。身体状

ではなく、手動車いすが出るかもしれません。で

況や使用環境に合わせて様々な福祉用具を選定
や販売、補装具や日常生活用具給付などの制度を

もなるべく電動車いすが出るようにします」と言

利用した販売等を行っている。

われました。その言葉を聞いたとき、私もピア名
古屋の職員も、驚きで何も言えませんでした。て

いよいよ審査

っきり電動車いすを作ってもいいという言葉が出
るものと思っていたからです。

９月 17 日、車いすの更新の審査の日がやって

ピア名古屋の職員と、普段私がどういう生活を

きました。朝起きたときから、とてもドキドキし

していて、私にはどれだけ電動車いすが必要かと

ていました。

いうことを話したけど、更生相談所の職員の反応

しばらくして、ピア名古屋の福祉用具担当の職

は変わらず、審査は終わりました。

員が自宅に来ました。私だけでなく、職員も緊張

私が乗っている車いすは、私が名古屋市のリハ

しているようでした。
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ビリセンターの中にある生活支援課に入所してい

なんだということを書いた手紙を出すことにしま

るときに作ってもらったものです。それまでは、

した。

手動車いすで

手紙には、私が普段どういう生活をしているか

生活していて、

ということや、ＡＪＵでの活動のこと、電動車い

ひとりで外出

すがないと日常生活が困難なこと、手動車いすで

ができないし、

移動や外出をすると、体にどのような負担がかか

外出しても自

るのかということを具体的に書きました。手紙は

分で車いすを

ピア名古屋の職員が、更生相談所に送り、判定の

動かすのは難

結果を待つことになりました。

しいから、入所

手紙を送って、しばらく時が経った頃、ピア名

中に電動車い

古屋で働いている友人から、
「電動車いすとバッテ

すを作ろうと

リーのことで進展があった」という連絡がありま

いうことになり、訓練プログラムに組み込まれた

した。私は、もしかしたら電動車いすを作っても

のです。

いいという許可が出たのかと思って、一瞬、胸が

このことを審査のときに言えばよかったと、あ

高鳴りましたが、もしダメだったときの落ち込ん

とになって後悔しました。

だときのことを考えて、あまり期待しないように
しようと思いました。そして、後日、そのことに

私の意見を聞いて！

ついて、話し合おうということになりました。

審査が終わって、しばらく経ちましたが、いっ

その話というのは、電動車いすの更新の再判定

こうに更生相談所からの返事が来ません。ピア名

が決まったというものでした。私は、また、更生

古屋の職員にどうなったかと聞いたら、
「話し合っ

相談所の理学

ている最中」という返事がありました。それから

療法士たちと

返事を待っている間に、いろんな人に審査のこと

話をするのか

や更生相談所の対応のことを相談したら、
「それは

と思うと、少

おかしい！」とみんなが口々に言いました。

しげんなりし

審査から半年くらい時が経ちました。まだ、返

ましたが、も

事はありません。そんなとき、現在、使用してい

しかしたらこ

る簡易電動車いすのバッテリーの消耗が早くなり、 の再判定で、電動車いすを作ってもいいという許
新しいバッテリーが欲しいとピア名古屋に話した

可が出るかもしれないと思い直しました。

ら、
「更生相談所が、新しい電動車いすを作ってい

更生相談所に日程調整の電話をかけたら、今度

いよという許可を出さないと、修理ができないよ」

は私が、更生相談所に行って、再判定を受けるこ

と言われました。私はとても落ち込みました。そ

とになりました。

して、いつまでも返事をしない更生相談所に対し
て、心の中で怒りました。
電動車いすのバッテリーの消耗が早いと不安に
なるし、外出のときに不便なので困りま
す。そこで、ピア名古屋の福祉用具担当
の職員に協力してもらって、更生相談所
に、私の生活に電動車いすは本当に必要

-6-
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体験レポート

再判定！

理由を聞くと、手紙を読んで、私が、ＡＪＵの
活動を通して社会に貢献していることが、よくわ

再判定を受ける日が来ました。昼食を食べてか

かったと言っていました。そのときその場では、

ら更生相談所に向かいました。そして、着いたら

うれしくて、なんの疑問も感じずに帰ったけれど、

ピア名古屋の職員や友人の姿を探したけれど、見

あとから思い返すと、社会に貢献しているから電

つかりませんでした。更生相談所の受付で車いす

動車いすを作ってもいいというのは、ちょっと、

の再判定を受けにきたことを伝えると、しばらく

おかしいなと思いました。生活が困難だというこ

待ってから、相談室に通されて、前回の判定につ

とも細かく書いてあったのに、その部分は伝わら

いて納得がいかなかったので、再判定を受けにき

なかったということでしょうか。よくわかりませ

たことを伝えました。

ん。

その後、診察室みたいなところまで案内されて
待っていると、ピア名古屋の職員や友人がいたの

何はともあれ、電動車いすを作ってもいいとい

で、雑談をしながら順番を待っていました。名前

う許可が出たので、さっそく、ピア名古屋と、新

を呼ばれたので、中に入っていって、前回、自宅

しい車いすを作るための打ち合わせに入りました。

に来て判定をしてくれた人の話を聞きました。ま

現在、使用している車いすは派手なので、今度は、

ずはじめに、
「長いことお待たせしてすみませんで

冠婚葬祭のことも考えて、落ち着いた感じにしよ

した」と言われ、その次に、
「手紙を読んで、高橋

うと思います。今からできあがるのがとても楽し

さんの意見と生活のことがよくわかったので、電
動車いすを作ってもいいですよ」と言われました。
素直に心の底から「やったー！！」と思いました。
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恋愛だってバリアフリー
4 月 18～19 日、ＡＪＵ恋愛プロジェクト主催の「ばりあふりー合コン」
が開催されました。新たな出会いを求めて、全国から 40 名が参加。なん
と８組のカップルが成立したそうです。
取り組みの経緯と成果をプロジェクトの石田長武さん（45）にうかがい
ました。

いしだおさむ。脳性まひによる四肢まひがあり、電動車いすを使用。
四日市市出身。妻と 13 歳と４歳の息子と４人で名古屋市在住。

概要
 日時：2015 年 4 月 18 日（土）～19 日（日）
 会場：小牧ワイナリー
愛知県小牧市大字野口字大洞 2325-2
 プログラム：
14 時 集合
１
自己紹介、ゲーム大会、
日
夕食（ＢＢＱ）、フリータイム
目
20 時 終了
11 時 集合
２
最終フリータイム、告白タイム、
日
記念撮影
目
14 時 終了、解散

ばりあふりー合コンとは？
AJU 恋愛プロジェクト「ばりあふりー合コン～
みんなで恋活～」は、AJU 自立の家の職員研修の
グループワークから生まれた企画です。障害のあ
る人もない人も関係なく、楽しく参加しながら素
敵なパートナーを見つけてもらおう、
「恋愛」とい
う関心のあるテーマで盛り上がることで障害のあ
る人により元気になってもらおうというアイデア

 参加費：無料
 参加人員：男性 25 名・女性 15 名
 主催：ＡＪＵ恋愛プロジェクト実行委員会

から誕生しました。
施設や親元から離れ、自立生活を果たした障害
者が、障害のない人たちと同じ生き方ができてい

２日間の様子どうでしたか？

るのか、自分が歩みたい人生を選んでいるのかと
会場は落成したばかりの小牧ワイナリーをお借

いう思いが原点にありました。
自立生活はあくまで手段であって、その人らし

りしました。
“ねるとん”のようなイメージで、男

い幸せをつかむことが目的のはず。かつてＡＪＵ

女が楽しめるようなバーベキューやビンゴゲーム

で障害のある仲間の「夢」についてアンケートで

などを企画しました。

尋ねたところ、「結婚したい」という夢が一番多

初日、「回転ずし方式」による自己紹介から始ま

く、なおかつ「出会いの場が少ない」という声も

りました。横一列に並んでいる女性のところへ男性

多かったんですね。

が順番に回り、男女それぞれに２分間ずつ、１組４分

恋愛プロジェクトでは、全国 130 か所のＣＩ

間で自己紹介

Ｌ（自立生活センター）を対象に、男女 25 名ず

を行いました。

つの参加募集の案内を出して参加を募りました。

お互いに相手

当初は女性の参加者が少なく心配をしましたが、

の顔を見て話

最終的には関東や関西、沖縄などから、男女合わ

してもらった

せて 40 名の人たちに参加してもらえました。

ので、その後
のフリータイ

-8-
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ばりあふりー合コン

ムで話したい相手を見つける参考になったようで

参加者の感想は？

す。

イベント終了後に参加者から届いた感

小牧ワイナ

想の中から、印象的なものを紹介します。

リー周辺の自
然を感じなが
ら、バーベキ
ューを楽しみ、

A さん(29)

男性：茨城県

交流を図りま
した。お天気

バーベキュー／非日常を満喫

最初に案内チラシを目にした時は興味を引きま
せんでした。

に恵まれ、大勢のボランティアにもお手伝いいただ

周りの人たちから、
「Ａさんなら、きっと良い人

きました。

が見つかりますよ」と何度か言われていくうちに
ビンゴゲームは、男女混合のチーム制で行いま

どんどん興味が出てきました。でも、呼吸器も着

した。最初にビンゴした人が、一番の目玉賞品だ

けていて話ベタなので、自分に何ができるかとい

ったディズニーペアチケットを当ててしまうとい

う不安に満ち溢れていました。しかし、このまま

うハプニン

殻に閉じ困っていたら人生を損してしまう気持ち

グもありま

が芽生えてきて、自分にも絶対にできるという思

した。チーム

いが強くなり参加という流れに至りました。友人

制にしたこ

から、容姿なんか関係ないから頑張って話す姿勢

とで交流が

さえ見せれば、きっと相手も見てくれるよという

生まれ、大変

言葉にも後押しされました。
イベント本番は今世紀最大になるほどの頑張り

盛り上がり
ビンゴゲーム／予期せぬハプニングも

を見せて、無事にカップル成立となりました。恥

ました。

ずかしさを
２日目フリータイムでは、お互いに気になる方

捨て、自分の

を誘って話ができるよう、会場内にツーショット

ことを積極

スペースを設けました。男性陣が積極的にアタッ

的にアピー

クしている姿は、とても勇敢でした。

ルすること

告白タイムでは、本イベント最大の盛り上がり

ができたか

をみせ、女性からの逆告白という展開もありまし

らだと思い

た。計 8 組のカップルが誕生し、うれしい結果と

ます。イベン

なりました。

ト後は、自分から積極的に人とコミュニケーショ

なんと８組のカップルが誕生!!

ンを取れるようになった気がします。これは自分
にとって劇的な変化になりました。それと、カッ
プル成立した相手とは毎日の様にラインで情報交
換していますよ。もっともっと相手の事を知り親
密な仲が築いていきたいと思います。生まれてか
ら今までも幸せですが、この合コンイベントでさ
らに自分へ幸せが訪れました。重度の障害をお持
告白タイム／女性からの逆告白も
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はありません。頑張り次第で実現できるので、今

企画全体を振り返ってどうでし
たか？

後もこのようなイベントを続けてくださいね。
このイベントを開催して頂きまして AJU の皆

この他にも「心がドキドキした!!」「とても楽し

様本当にありがとうございました。

かった!!」「今回は残念な結果に終わったけど、ま
B さん(27)

た参加したいです!! 」「ぜひまた開いて下さい!!」

女性：岐阜県

などのご感想も寄せられました。
車いすで参加できる街コンや合コンがなかなか

主催者側としても、
「恋愛」をテーマにした企画

少なくて、車いすでも行きやすいイベントを探し

は初めての試みだったので、どのような展開にな

ていたときに紹介してもらい、参加しました。当

るのかは未知数でした。けれど今回の企画を通じ

日は知らない人ばかりなので緊張しましたが、多

て、新たな出会い、特に「恋愛」というものは、

くの方とお話できて、
「相手にどんなことを質問し

人の心をドキドキとさせ、意欲的で活動的にさせ

ようか」
「どうやって自分のことを話そうか」と考

るエネルギーの一つであるということを確信しま

えることができました。

した。このことは障害の有無に全く関係のないこ

今回参加して、コミュニケーションが少し苦手

とです。今後も、一人でも多くの障害のある仲間

だけどもっと多くの方と出会いたいと思ったので、 が心ときめくような楽しい出会いの場を提供して
これからもいろいろと参加していきたいと思いま
いければと思っています。
した。

C さん(33)

女性：愛知県

参加する前は、病院のリハビリの先生にも病院
でもそういうのあったらいいのにねとか言われま
した！あと、やっぱり日にちが近づくにつれて緊
張してきました。
（中略）結構フリータイムが長く
てこれはこれでいいんだけど障害者の人は恋愛経
験ゼロの人が多くて消極的なんですよ(+_+)↓
でも、こういう企画本当にいいと思います！
(^_^)v
ぜびまたやって下さい(^o^)/

参加しまーす！

って年齢的にもう無理かも...
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ナゴヤドーム新設の席

車いすグループボックスができました！

ナ ゴ ヤ ド ー ム
中日ファン・阪神ファンの皆さんから

あるスペースに、クッション性の高い４人掛けの
ベンチシート、テーブル、カップホルダーを設置
し、くつろいで観戦できます。また、コンセント
を備えているので、電動車いすの充電も可能です。

場内の感想
【熱狂的ドラファンの独歩の方から】
独歩（ソファー）だと座り心地が良く腰も痛く
ならない。前にテーブルもあるから飲み食いも楽
プロ野球が開幕。中日ドラゴンズ対阪神タイガ

でしたが、ソファーとテーブルの間が離れていて、

ース戦をドラファンと虎ファンの皆さんで観に行

ご飯が食べにくかったです。

き、超盛り上がっています。それまでは従来の車

私からの評価はナゴヤドームとしてなら頑張っ

いす席でしか気持ちよく観戦できなかったのです

た方かなといった感じです。ちなみに、来月もこ

が、今シーズンから新たに 3 階 3 塁側に車いす・

の席で観戦する予定です。

グループボックスの４ボックスが設置されました。
早速、購入し、いつものように激しい（？）応援

【熱狂的虎ファンの車いすを使用している方から】

合戦を繰り広げました。その結果、阪神が勝ちま

■ええところ

した！

・これまでは付
き添い（いす

場内の様子

に座る人）は

内野 3 塁側

２人までだっ

下段席最上部

たが、４人ま

（内野 A エリ

でいけること

ア）の 1 ボック

になった。

スあたり 3.89 ㎡（270cm×144cm）のゆとり
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BY ドラファンと虎ファンの皆さん

・いす席の人にはテーブルがついた。

考えてないです。

・車いすスペースの付近にコンセントがあるので

他にも問題たく

医療機器等電源が使えるようになった。

さんあります。昨

■あかんところ

年９月に行ったヤ

・テーブルが車いすスペースの方だけないので、

ンキースタジアム

飲食がしづらい。

と比べると…笑

・目の前にネットがあって見づらい（ファールボ

ドラゴンズは負

ールよけだと思うけど、車いす席までは飛んで

けましたが、調査

こないと思う。
）

自体は面白かった

・車いすの人の席が１つの区画に１人分しかない。

です( ´ ▽ ` )ﾉ

目の前にはネットがあり、応援し
ている人が立ち上がると何も見え
なくなってしまう。

いすに乗り移れる人はいいですが、電動車いす

今シーズンは何

だと難しいです。自由にいすが動かせると良い

回か行き、いろい

です。

ろと要望しようと考えております。

・車いすスペースの横幅が狭い。

※劇場や競技場などの観客席の車いす席から、
ステージ又はフィールドなどへの目線、視界

【愛知ＴＲＹの方から】

料金・申し込み方法

「差別をなくそう愛知から」をキャッチフレー

車いす席／車いす・グループボックス専用のチ

ズに、障害者差別解消法の啓発と街のさらなるバ
リアフリー化を目的に活動をしている、愛知 TRY。
そのメンバーも、ナゴヤドームへ野球観戦に行っ

ケットをチケットぴあで購入します。車いす・グ
ループボックスは、車いす使用者１人 ＋ 付き添
い４人の合計の５人が１セットで 15,000 円です。

たのですが…

（５人で行った場合、１人あたり 3,000 円です。
）
従来の車いす席も１塁側と３塁側に用意されてい
ます。車いす使用
者とその介助者
２人まで一緒に
観戦できます。料
金は、大人・子供
関係なく、車いす
使用者／介助者
が、各 2,500 円

ドラゴンズｖｓソフトバンク

詳しくは、チケットぴあまで…

ナゴヤドームのバリアフリーチェックも同時に

申込先：チケットぴあ（電話のみ）

行ってきました！

TEL：052-308-5655

自分はナゴヤドームで野球を観るのは人生２回

（受付時間：10:00～18:00）

目、障害者になってからは初めてでした。評判の
よくないナゴヤドーム(>_<)

です。

従来の車いす席。車いす使用者の
後に、介助者のスペースがある。

昨日はナゴヤドームへ野球観戦！

※インターネットや窓口での販売はなし。

車いす席は２箇所で

合計 24 席しかないうえに、サイトライン※ 全く
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ナゴヤドーム新設の席

その他のバリアフリー情報

アクセス

車いす駐車場は、車いす席／車いす・グループ
ボックス購入時に、
「駐車券も希望」と伝えて下さ

場所：名古屋市東区大幸南１丁目 1 番 1 号
TEL：052-719-2121（代表）
アクセス：

い。料金は 1 回分 2,500 円になります。また、

① 名古屋市営地下鉄 名城線・名古屋ガイド

駐車券のみ購入することもできます。

ウェイバス 志段味線（ゆとりーとライン）

申し込み先はいずれも上記と同じチケットぴあ

「ナゴヤドーム前矢田」駅徒歩約 5 分

です。
車いすトイレは 1～5 階各階レフト側、ライト
側に 1 箇所ずつ。2～3 階には 3 塁側にもありま

② JR 中央本線・名古屋市営地下鉄名城線・
名鉄瀬戸線・名古屋ガイドウェイバス志段
味線（ゆとりーとライン）「大曽根」駅徒

す。エレベータもあります。

歩約 15 分
③ 名鉄瀬戸線「矢田駅」徒歩約 10 分
④ 名古屋市営バス

吹上 11・千種 13・東

巡回系統「矢田南三丁目・矢田南四丁目」
（南方面のみ）徒歩約 5 分
⑤ 名古屋市営バス・名鉄バス

基幹バス 2

号新出来町線「萱場」徒歩約 7 分

車いす席／車いす・グループボックスの場所

車いす席

車いす・グループボックス

2015.06.20
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かつきのページ

拍手と手拍子
堤 剋喜
（１）「舞台の上では、みんなそれなりに一生懸命やっているのだから、下手だ、
と思っても、一応拍手してあげましょう」。学芸会の参観・鑑賞指導。
学年ごとに同じ演目が割り振られていた。同じ劇を同じ台本で、同い年の子達がやる。
だから、もし、同学年のクラス間で、上手い・下手の差が出たら、キャスティングだとか演技指導の差、
つまりはクラス担任の技量の差といえなくはない。
「お前、拍手してみろ」。言われたとおり、両手を 2,3 回合わせる。
「それだと、あんまり良い音が出ないよ。
いいかい。両方の手のひらの間に空気を入れるようにするんだ。
そうすると、空気がはじけて、拍手の音が大きくなる。ほら、こんなぐあい」
と、お手本を示してくれた。と、まあ、ここまでなら、療育か、作業療法の範囲。
けれども、次兄は、ある意味で余計なことを付け加えた。
（２）「拍手は演奏やお芝居を自分がどう思ったかを伝えるもの。
感動したら、できるだけ大きな音で拍手しろ。下手だと思ったら、無理に拍手しなくてもいい」
悩ましい二重基準。とりあえず、出演者が子どもか、大人でも明らかにアマチュアなら（１）に、
プロやプロの卵なら（２）に従うことにした。大体は、これで問題なかった。
学年集会の形で体育館に集合がかかり、『音楽鑑賞会』。開演直前、演奏は警察音楽隊だ、と知らされる。
式典で演奏するために、公の機関が持っている吹奏楽団なのだから、相手はプロの演奏家と見なすのが礼儀と
思い込み、基準(2)を採ってしまった。
いざ、始まってみると…。音がそろわないのに、大きすぎる。迫力があるというレベルを超えており、騒がしくて旋律が
追いかけにくい演奏だった。プロにしては下手すぎ、と判定。「無理に拍手しなくてもいい」に従う。とはいえ、周りの
目がある。けっきょく、聞くに堪えないから早く終わってほしいと思いながら、音の出ない拍手を少しだけ返した。
プログラムの後半。「皆さん手拍子をお願いします」と指示された。
どうやら指揮者は、「子どもが飽きてきた」と見て取ったらしい。とすると、これは僕のせいかもしれない。
けれども、手拍子は苦手だし、肝心の演奏がそろっていないところに、さらに不揃いな手拍子を加えることには
抵抗を感じた。子ども扱いするな！ という気持ちもあったから、手拍子の指示は黙殺した。
周りからは浮くが、黙って聴く。やはり、上手くないのだ。
この鑑賞会の印象は、「音楽隊を名乗っていても、演奏が期待外れになることもあるんだね。ああ、驚いた」と、学校が
意図したのとはたぶん正反対のものになってしまった。
これも経験と言えば、経験だが。でも、マイクやスピーカーなしで、逃げ出したいほどの大音量とは？
肺活量の大きな人、一人に中型以上の管楽器を持たせたら、まわりに遮るものがないと、音は半径 50ｍ以上の範囲に
広がる。ゆえに、１本でも球場の応援に耐える。あの時、30 人くらいが楽器を構えていた。
音楽ホールか野外演奏向きの編成。学校の体育館としては広めだったが、それでも編成に対して容積不足。
音がそろわない要因になりそうだし、僕は最前列にいた。だから音が大きすぎたのだろう、と少し後で気がついた。
もう一つ。警察音楽隊はプロの楽団ではない。
一流の腕前の持ち主も入っているだろうが、本業は、おまわりさん。だから、あの場では基準(１）に従った上で、
日頃の激務に対する謝意もプラスした態度を示すべきでした。いまさらながら、失礼をお詫びしたい。
しかしながら、練習ではなくて、公演本番中に、楽団の音に一種の身の危険を感じた、とても希な体験として残っている。
義務教育の間、音楽の先生に拍手を送ったことは 1 度しかない。離任式の時だ。
もともと管楽器や弦楽器を習っていて、音楽の先生になった人は、後付けでピアノを覚えたわけだから、
あまり自信がない。生徒の前で、敢えてピアノ独奏はしまい。
鑑賞教材は全て録音物だから、ピアノ伴奏くらいしか演奏家らしいところを披露できない。
今なら、ピアノが弾けなくても、伴奏をパソコンに任せれば、指導書通りの音楽の授業はできそうな気もする。
ただし、原理上、これはゲームセンターにある「太鼓の達人」やカラオケと同じ。
だから、生徒や聴き手がどう感じるのか、そこが大いに問題で、
まして、音楽の先生のプライドと権威が保てるか、僕は知らない。
高校の時、「音楽の先生が主宰している合唱団のコンサートがある」と聞き、学校帰りに制服のまま出かけた。
よく知っている顔は指揮台の上や、声楽家として、独唱者の位置に。
終演後のロビーで、
「やあ、よく来たね。ありがとう。夜道、気をつけて」。先生の方から手を差し出され、握手した。
師弟関係ではなく、コンサート来場者に対する主催者の礼を取られた。
- 14 -
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旅の空から

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。梅雨のシーズンですが、雨に負け
ないで外出なさっていらっしゃる方も多いことでしょうね。雨は植物や
野菜にとって無くてはならないものです。そう考えると気持ちも楽にな
るというものです。そして私の大好きなスイカが出回る季節です。寝る
前のスイカはオネショの原因です。気をつけましょう。
さて、今回はドイツのローカル列車で旅をした

クフルト中央駅に

報告を書かせていただきます。今回の目的は、ド

到着です。名鉄電車

イツでの障がい福祉についてのツアーを下見とい

よりうーんと近く

うことで出かけました。

て便利ですね。値段

空港アクセス

も安い！ドイツ鉄
道とＳバーンとい

航空機でフランクフルト空港に到着し、空港地

う２種類の電車が

下駅から電車を利用しました。空港内の案内を見
ながら地下駅へ向かい、切符の自動販売機の前へ。
イギリス国旗のマークにタッチするとドイツ語か

あり、空港駅での乗り場は同じですが、中央駅に
到着する場所はドイツ鉄道が地上駅、Ｓバーンは
地下駅です。何かわからず乗ったのですが地上駅

ら英語表記に変わりました。何かよくわからない

到着でしたのでドイツ鉄道だったのでしょう。現

けど、一番上の表示にタッチすると料金が４.５５

地係員から教えてもらった駅出口から外に出ると

ユーロと表示され、事前に聞いていた金額と同じ

すぐ今夜のホテルが見えました。

なので１枚購入しました。そしてもう一つ下の階

豪華な普通列車

にあるホームへアクセスしましたが、たくさんの
人が待っているのでおそらくこっちのホームだろ

下見用に移動する中央駅から目的地までの切符

うと電光表示板を確認するとアタリでした。

は現地係員が用意してくれました。指定の電車し

電車のストライキ

か乗れないという格安の切符を購入していました
到着した日は
ちょうどドイツ
鉄道のストライ
キをしている期
間でしたので間
引き運転されて
いたようで 30

分ほどホームで待ちました。やっと電車が来たの

許可しますが時間
がかなり遅い電車
しかないというこ
とで翌日の出発は
午前 11 時となり

到着できれば良い

うせストライキ中だからと、車掌もいいかげんみ

ので気楽に乗りま

たいです。
なんとか電車が発車すると 10 分ほどでフラン

AJU 福祉情報誌

と、他の電車でも

方までに目的地に

込む人がいるのでドアが閉められないのです。ど

№136

と。駅係員による

ました。まあ、夕

ですがなかなか発車しません。次から次への乗り

2015.06.20

が、ストライキでその列車は運行されないとのこ

したが、ローカル
列車と言えども、
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BY 松本

日本の特急みたいな車両で車椅子用のスペースや

て訪れた人でもすぐに歴史的な建物だと理解でき

身障者用トイレもついている豪華仕様！！思わず

るでしょう。この門からお店やレストランが広が

写真を撮ってしまいました。途中の乗り換え駅は

っていてブラブラ歩きには最適です。石畳もあま

ローカル駅でさすがにエレベーターなどは無くて

りゴツゴツしな

重い荷物を引きずって階段を下りたり登ったり。

いので車椅子の

デイサービス

方も多く見かけ
ました。レスト

トリアという市

ランは外のテラ

に到着して徒歩で

ス席が人気で室

ホテルへ。チェッ

内よりテラス席

クインして翌日の

がいっぱいです。また教会や公園、ローマ時代の

訪問先を下見した

浴場遺跡などもあり歴史的には貴重なものが残さ

らナント！ホテル

れています。

と道路を挟んだ目

有限会社の作業所

の前でした。というわけで朝はゆっくり朝食を済
ませ、散歩までして９時 30 分にお邪魔しました。

翌日は路線

所長さんが出迎えてくれて現地係員の通訳でいろ

バスで 20 分

んなことを質問しました。町の中心部に位置する

ほどの作業所

このデイサービスセンターは昔の貴族の館を改造

へ行きました。

して使われており、市の文化財として今も大切に

デイサービス

されているとのこと。内部は障がいのある人のた

と同じグルー

めに改装されておりトイレや入浴設備が近代的な

プが経営して

設備となっています。エレベーターだけは館内に

いますが、こちらは企業

取り付けができなかったため、建物の外側に補強

が倉庫として使っていた

工事をして立派な大型エレベーターが取り付けら

建物を買い取って作業所

れていました。裏庭はさすが元貴族の館だけあっ

として使われています。

て広い庭園があり近所の子供たちも遊べるよう遊

簡単な仕分け作業から複

具も付けられています。芝生も手入れされていて

雑な自動車部品の組み立

市の中心部とは思えないようなところです。

て、木工作業、フォークリフトのパレット製造、

トリア市の観光資源

多種多様な仕事を皆さんが担当していました。
トリアはドイツ
国内や隣国のルク

なさっています。また清掃班という仕事もあり、

くの観光客がやっ
てくるところです。
その観光資源はド
イツで一番古いローマ軍の門があるからです。ホ
が、真っ黒な石造りの門が堂々と建っていて初め

社員食堂もありますが、こちらも障がいのある方
が下ごしらえ、調理、食器洗浄まですべてを担当

センブルグから多

テルから徒歩１分のところにこの門がありました

150 名以上の人が働く場所なので当然のごとく

工場内はどこも綺麗でした。園芸班は市内の一般
家庭の庭木や芝生の手入れも仕事として受けてい
らっしゃるそうで、ちょうど園芸班の皆さんが戻
ってきてトラックから芝刈り機などを降ろすとこ
ろを拝見できました。工場内は働く人たちを含む
写真撮影は自由との許可をいただきましたが、
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旅の空から

BMW 社から依頼を受けている自動車部品の組み

たが、
「おいしい！！」の一言です。お土産に持っ

立て部門だけは企業から撮影禁止命令が出ている

てかえりたいと思うのですが、残念ながら肉製品

とのことでした。

は日本に持ち帰るには検疫で禁止されているので

繰り返しの大切さ

大きなソーセージを全部平らげました。
（今回の福
祉ツアー下見は 10 月末に「ドイツの福祉を学ぶ

今回拝見させていただいたところは、初めて作

ツアー」として計画しております。）

業所にいらっしゃった方は全く仕事らしいことが

農園ではりんごが真っ赤に実っている季節でしょ

何も出来ない状態でしたが、トレーナーの方々が

う。日本でもすぐに取り入れられるドイツの障が

毎日毎日いろんなことを試してもらうことで何が
得意か、どんなことに熱心になれるかを見極めて、
繰り返し体験、訓練により複雑な作業までも担当
できるようプロ集団がいるというイメージでした。

もう一つの施設

い福祉サービスの在り方、スタッフの人たちへの
アドバイス、助成金ばかりに頼らず自分たちでも
収益を上げる方法、簡単な作業でも企業から任せ
られるには、何が必要か？などなどを学んでいた
だき、日本に持ち帰っていただきたいと願ってい

翌日、またまたローカル電車で移動して小さな

ます。

町に到着しました。この電車も普通列車なのに車

ドイツも福祉にかけるお金はかなり削られてい

椅子用トイレがある立派な電車。駅に到着したら

ます。しかし当事者さんと関わるスタッフさんは

エレベーターもエスカレーターもなく、荷物を持

前に向って自分たちを取り巻く福祉の環境をよく

ち上げて階段を上り下りしました。改札などは一

しようとしています。

切なく表に出たらすぐ道路でした。ここから徒歩

どうぞ、福祉業界で働く皆様、保護者の皆様、

で地図を見て中心部にあるホテルへ。小さな町な

学校関係の皆様、きっとお役に立てると思います。

ので徒歩 10 分で端までいけそうです。ここから

ご参加をお待ち申し上げます。

タクシーで 10 分程度の場所にある農場へお邪魔
しました。こちらも 160 名が働く作業所なので
すが、近隣の人達が普通に遊びにいらっしゃる農
場でした。ブドウ畑だった頃に走っていたトロッ
コ列車を観光用に残してあり、所長さん自ら運転
して一周してくださいました。ディーゼル機関車
なので音もうるさい
し、がたがた線路で
乗り心地は「楽し
い！」の一言です。
農産物はもちろんの
こと、牛や豚も飼育
されていて肉やハム・ソーセージに加工する工場
もありました。ちょうどアスパラガスの収穫シー
ズンでたくさんの製品が並んでいました。地元の
スーパーにも卸しているそうです。ソーセージ工

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19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

場で出来たての暖かいソーセージをいただきまし
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トラベル情報

チ
チッ
ック
クト
トラ
ラベ
ベル
ル

ハ
ハー
ート
トＴ
ＴＯ
Ｏハ
ハー
ート
ト

＜いつでも出発可能！個人旅行やグループ旅行＞
行きたい場所、見たいもの、食べたいものはお一人
おひとり違います。ハート TO ハートの個別プラン
はそのご希望を取り入れた個人旅行です。

伊賀流忍者博物館へのツアー
手裏剣打ち体験（有料）は車椅子ご利用の方も
楽しめます。からくり忍者屋敷は実演を交えて説

☆フロリダへの旅☆

明があります。

名古屋からデルタ航空で出発。デトロイト空港

日帰り リフトバス利用ツアー
旅行日：10 月 17 日（土）
料 金：ひとり 8,800 円
出発地：名古屋駅前
ポイント：リフト付き観光バス利用

は横長ターミナルでわかりやすい空港です。ディ
ズニー・アニマルキングダムやユニバーサルスタ
ジオ・フロリダ・ケネディ宇宙センターも魅力で
す。

（バスガイド付き）

☆エキゾチックタウン・バンコク☆

添乗員同行・電動車椅子参加可能です。

直行便でバンコクへ。もちろんリフト付き車両
での送迎と観光が可能です。超高層ビルが立ち並

グランドキャニオンとラスベガスへの旅６日間

ぶ街とは対照的に寺院や遺跡の観光が魅力です。

世界一巨大な観覧車がオープンしてラスベガス

☆山陰へ行こう！☆

の魅力はますますアップ。ストラトスフィアタワ
ーの絶叫マシンは一番怖いものが車椅子でも OK
です。

航空機で出雲空港へ。その後は水郷の町松江や
出雲大社など、見所もいっぱいです。バリアフリ

旅行日：10 月 5 日（月）～10 日（土）４泊６日
料 金：ひとり 258,000 円（２名１室）
出発地：日本全国から出発可能（成田経由）
ポイント：リフトバス利用・４０㎡の広い客室利用

ーホテルもお任せ下さい。

☆知床へ行こう！☆

バリアフリールームリクエスト可能

航空機で道東へひとっ飛び。世界遺産の知床半
島は歩きやすい場所も整備されています。ホテル
はバリアフリーで好評なところをご用意します。

ドイツの障がい福祉を学ぶツアー
■申し込み・問い合わせ■

行政からの補助金に頼り過ぎないドイツの障が
い福祉の現状を学びます。

旅行日：10 月末出発を予定
料 金：後日発表

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

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

- 18 -

2015.06.20

№136 AJU 福祉情報誌

トラベル情報

あいち旅サポートセンター

モデルコース１ ◇上高地◇

こんにちは、旅サポートセンター
です。
先日東北地方に同行させていた
だきました。奥入瀬渓流は新緑がと
ても美しかったですが酸ヶ湯付近
はまだ雪が多く残っていました。桜
の季節は過ぎ、りんごの花がたくさん見られるかと
思っていましたが、今年はりんごの花も早く咲いて
しまったそうです。広大な小岩井農場ではのんびり
している牛たちに癒されました。中尊寺は修学旅行
の中高生でとてもにぎやかでした。ちょうど花巻に
宿泊の朝、震度５の地震がありびっくりさせられま
した。松島でおいしいかきとあなご料理をいただき
ました。もちろん仙台でお客様は牛タンをお土産に
購入されていました。

名古屋ご自宅 ─（介護タクシー）─ 上高地 ･････
8:00 発

11:30

･･･（約 4 時間自由散策）───→ ご自宅
15:30

19:00 頃着

（名古屋以外の発着はご相談下さい）
＜利用交通機関＞ 介護タクシー
＜出発日＞ 8/30 まで
＜旅行代金＞ 15,000 円（５名様参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 行程中の交通費、ご希
望により旅サポーター同行（有料）
昼食代は含みません（自由食）
＜同伴者追加代金＞ 15,660 円（ご同伴１名様につき）

モデルコース２
◇新穂高ロープウェーと高山◇
名古屋ご自宅 ──（介護タクシー）─
8:00 発

─ 新穂高ロープウェイ ── 高山観光 ─→ ご自宅
11:30

14:00

15:30

17:00 19:30 頃着

（名古屋以外の発着はご相談下さい）

弘前城

＜利用交通機関＞ 介護タクシー
＜出発日＞ 8/30 まで
＜旅行代金＞ 19,000 円（５名様参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 行程中の交通費、ご希
望により旅サポーター同行（有料）
昼食代は含みません（自由食）

奥入瀬渓流

旅サポーターと一緒にでかけましょう！

モデルコース３
◇納涼長良川の鵜飼と川原町散策◇

めっきり暑い日が多くなりました。こういった季
節はさわやかな山川に出かけましょう。初夏の「上
高地」「新穂高ロープウェーと高山」
「納涼長良川の
鵜飼」をご案内させていただきます。
（実際に行かれるコースは、お客様とご相談し、
どこでもプランニングいたします）

AJU 福祉情報誌

（鮎料理のご夕食）

（入場）

（車いす乗船可）

◎ヘルパー資格を持った旅サポーターが同行します。
◎車いすでご参加いただけます。
◎１名様から催行！介護タクシーは、
＊使用車種により 1 台に 2～9 名様の乗車が可能です。
◎介護タクシー又は公共交通機関を利用します。
◎バリアフリーに配慮した行程でご案内いたします。
◎期間中、都合の良い出発日を選んでいただけます。
お時間はご希望に合わせて調整します。
◎ご家族、ご夫婦など、介助の必要のない同伴者様
も追加代金にてご参加いただけます。
◎ご自宅や最寄り駅へのお迎えも可能です。
（別途交通費が必要な場合もあります）
◎旅行代金は大人お一人様の金額です。

№136

─→ 川原町 ─→

13:00 発

→ うかい観覧船乗船 ─→ 岐阜駅

＜モデルプランの特徴＞

2015.06.20

岐阜駅 ─→ うかいミュージアム

21:00 着

＜利用交通機関＞ 路線バス
＜出発日＞ 10/15 までの毎日（中止日以外）
＜旅行代金＞ 35,800 円から（１名様参加の場合）
＜旅行代金に含まれるもの＞ 行程中の交通費、入場料、
夜食代、乗船料、旅サポーター１名同行費用
＜同伴者追加代金＞ 9,000 円（ご同伴１名様につき）
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あいち旅サポートセンター
TEL (０５２)５８２-２１６４
e-mail ： tabisupport@mwt.co.jp
（受付時間：9：00～18：00 土・日・祝日は休業）
〒450-8577 名古屋市中村区名駅南2-14-19
住友生命名古屋ビル３F

名鉄観光サービス株式会社
観光庁長官登録旅行業第55号 日本旅行業協会正会員

リサイクル情報

福祉用具のリサイクル情報（15/6/5 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！
なごや福祉用具プラザで、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。

・スライディングボード

★ベッド、床周り品

★洗浄消毒、点検整備済中古車いす★

・1 モーターベッド（フランスベッド）
10 年前購入 1 年使用
・オーバーテーブル
14 年使用
（KQ623 用
パラマウントベッド）

・介助式車いす

（イージーグライト L

（携帯用車いす

マキライフテック）

（NC-2CB

★移動用品

\24,800
\39,800
\49,800

日進）

（超軽量多機能型

（スマートリフト S120 ハナオカ）

4 年使用
展示品
不明
6 年使用
要相談

3 年使用

・床走行式移動用リフト
（独立宣言コロロ

コムラ製作所）

要相談

3 年使用

・入浴用チェア
（背もたれあり、肘掛なし）
（背もたれあり、肘掛なし）
パナソニック）

未使用
10 年使用
3 年使用

・浴槽台
3 年使用
・バスボード（スウェーデン製）
10 年使用
・入浴用リフト（マイティエースⅡ ミクニ）
H.22 購入
・バスリフト（TOTO）
要相談 3 年使用
（バススツールソフトコンパクト パナソニック）

★トイレ用品
・ポータブルトイレ〔木製〕
（不明

パナソニック）

（座楽 HK-N 型 脱臭 パナソニック）

2 ヶ月使用
未使用

・ポータブルトイレ〔プラスチック製〕
（安寿 FX-CP ソフト便座

ミキ）

※なお、中古商品の販売も行なっておりますので、
ご要望等ございましたら、お問い合わせ下さい。

譲って欲しい！
★ベッド、床周り品
・１、２、３ 各モーターベッド
・各マット（体位分散、エアー、ロホ）
・サイドテーブル

★移動用品

★入浴用品

（ミドルサポートタイプ

\19,800

・自走式車いす
（M-43K ミキ）

・電動車いす（MC2000S スズキ）
・杖（小児用ロフストランドクラッチ）
・歩行器（折りたたみ式）
・シルバーカー（不明）
・段差解消機

不明

パラマウント）

アロン化成）

数回使用

・各車いす（手動、介助用、リクライニング）
・子供用車いす、バギー、ＰＣＷ
・JW1 か JW2 のバッテリー
・マイリフティ・つるべー床走行式リフト
・歩行器（馬蹄型）、歩行車・シルバーカー
・床走行式リフト

★入浴用品
・入浴用車いす（安楽キャリーＢタイプ）
・入浴用チェア・バスリフト・バスボード

★その他
・スロープ（折りたたみ）2M、2.5 M、3M
・車いす用クッション・ロホクッション
・置き型手すり・紙おむつ・防水シーツ
・座位保持用チェア・キャスター付き昇降座いす
・車用つり革・車いす用体重計・読書スタンド

｢譲って｣欲しい方、｢譲りたい！｣という方、
ぜひご連絡下さい。

★その他

＜福祉用具についての問い合わせ＞

・足浴器（ 冷えとり君ニュースーパーマイコン）
要相談 4 年使用
・Ｖステップ（靴）中敷き 27 ㎝左
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なごや福祉用具普及協議会代表事業者

㈱メディ.ケア リサイクル相談事業部
TEL 052-851-0059

FAX 052-851-0159
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読者のこえ

の こ え

読

らい歯を食いしばって歩き、今は５級の障害手
帳は持ってるけど、通勤が出来るようになりま
した。障害の方も幅広いと思いますので、よろ
しく。

読者アンケート回答のご紹介 Part２
いつも情報誌をご購読いただき、
ありがとうございます。平成 27 年
２月から３月にかけて、よりよい誌
面づくりのためにアンケートを実施
しました。お寄せいただいたご意見を前号から数回
に分けて順次ご紹介させていただきます。

50 代 男性
１．障がいのある方々の気持ちや本音を知る
ことができるのです、勉強になります。
３．いろんな人の話や意見があり、読んでい
て楽しいし、役に立つ
５．体験レポートは毎回いろいろおもしろい
６．・障がいのある人たちは、現在どのくら
いの割合で仕事を持っていらっしゃる
のでしょうか？働き先（企業、NPO、
作業所、授産所）はどれくらいの割合
でしょうか。
・そして収入はどのくらいなのか特集し
ていただければと思います。（失礼に
ならない程度）

１．「福祉情報誌」は、なんのために、読んどる？
３．「福祉情報誌」を読んだ印象を教えてちょうだい。
５．誌面に関するご感想を教えてちょうだい。（特に
ええなあと思った記事など）
６．特集してまいたい記事とか、誌面への希望を教え
てちょうだい。

50 代 男性
１．・毎回の特集や記事を、他の特集を持ってい
る方の情報をも得るため。
・また自分自身が障害がある為、その理解、
勉強、確認のため
３．確かに情報を得ることができ、他の人はどう
やってるというのが分かる
５．障害者である証。情報誌を持続している証を
発行し、みんながついているんだということを
世間に知らせたい。
６．障害の程度もまちまちです。自分も初めはＩ
ＣＵで前途真っ暗だったのが、義歯が欠けるく

50 代 男性
１．福祉・障害に関する情報、旅行・医療相
談・住宅改造などなど
５．旅行・医療相談などの情報が良かった
６．最新の病気の治療方法とリハビリについ
て調べて欲しい。

い ろ い ろ
ひかり針灸院
東洋医学体験談
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！
M さん（90 歳）より
怪我をして一年以上経つのになかなか治らないの
で鍼灸をして頂く様になりましたら大変痛みが少な

2015.06.20

№136

AJU 福祉情報誌

報

くなって歩行も楽になり、ほっと一息していました。
でもまだ身体に金具が入っているので、それが動
いて痛みをともなっています。膝もまだ痛み、シル
バーカーを引いて歩かなければなりません。マッサ
ージ、鍼、灸と３人の先生にお世話になっています
が年のせいもあると思いますがなかなか一人で出歩
く事が出来ませんのでなやんでいます。若い時より
鍼灸一本で健康に暮らしていましたので私はこれを
信じています。先生方も一生懸命に治療して下さい
ますのでそれを信じて良くなる日を心待ちしており
ます。いつも本当に有難く想っております。
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当院を利用される方は、病名に関わらず歩行困
難の方や寝たきりの方が対象です。
１回体験（マッサージま

たは鍼灸 20～25 分）中で
体験クーポン
す。こちらの「体験クーポ
無 料 券
ン無料券」を、マッサージ
マッサージ
の担当者へ渡して下さい。
または鍼灸

20～25 分


緑区

ひかり鍼灸院

検索

夏のビアガーデン特集２０１５
梅雨を越え、いよいよ
サマーシーズンに入り
ました！サマーと言え
ば、海・山・花火もそう
だけど、やはりビールが
美味しい！
ということで、車いすでも行けるビアガーデンを
ピックアップします。

【屋上ビアガーデン ライオン（宮城県）】
場所：宮城県仙台市青葉区一番町 3-3-6
星和仙台ビル屋上
営業期間：５月 21 日～９月中旬
営業時間：月～金・祝前日 17:00～22:00
日・祝日 16:30～21:00
（お昼の営業はご予約次第で行います。詳細は
お電話で問合せ下さい。）
休館日：雨天時は中止
平均予算：4,000 円
手もみジンギスカン食べ飲み放題（100 分）
（ジンギスカン、野菜、ご飯が食べ放題）
バリアフリー：車いすで入店可
※詳しいことはお店にお問合せください。
アクセス（電車）：
① ＪＲ仙石線「あおば通」駅徒歩 5 分
② 仙台市営地下鉄南北線「広瀬通」駅徒歩 7 分
問い合わせ先：屋上ビアガーデン ライオン
TEL:050-5788-0524
FAX:022-261-2927

屋上ビアガーデン

ライオン

検索

【金山ソウルビアガーデン（愛知県）】
場所：名古屋市中区金山 1-17-1
アスナル金山屋上
営業期間：５月 21 日～９月中旬
営業時間：月～金ディナー
17:00～23:30（L.O.22:30）
土・日・祝ディナー
16:00～23:30（L.O.22:30）
休館日：雨天時も営業
平均予算：3,800 円
手もみジンギスカン食べ飲み放題（100 分）
（ジンギスカン、野菜、ご飯が食べ放題）
バリアフリー：車いすで入店可
※詳しいことはお店にお問合せください。
アクセス（電車）：ＪＲ中央本線／地下鉄名城・
名港線／名鉄名古屋本線金山駅１分
問い合わせ先：金山ソウルビアガーデン
TEL:052-339-3330

金山ソウルビアガーデン

検索

【HINANO GARDEN
〜TAHITIAN BEER&GRILL 〜（愛知県）】
場所：名古屋市中区錦 3-6-15 名古屋テレビ塔
営業期間：５月 23 日～９月 27 日
営業時間：平日 17:00～23:00
土日祝日 16:00～23:00
休館日：雨天時は中止
平均予算：4,000 円
バリアフリー：車いすで入店可
テレビ塔 1 階に車いすトイレあり
アクセス（電車）：
① 地下鉄名城線・東山線「栄」下車 3 番もし
くは 4 番出口を上がって徒歩 3 分
② 地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅下車南
改札を出て 4B 出口を上がってすぐ
問い合わせ先：
HINANOGARDEN〜TAHITIAN BEER&GRILL〜
TEL:050-3155-5165

ビアガーデン

テレビ塔

検索

【森のビアガーデン（東京都）】
場所：東京都新宿区霞ヶ丘町 14-13
神宮外苑児童遊園内
営業期間：５月 19 日～９月 26 日
営業時間：
▼レギュラーシーズン
平日 17:00～22：00（LO:21:00）
土日祝日 12:00～22:00（LO:21:00）
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▼ハイシーズン…7 月 18 日～8 月 31 日
平日 14:00～22:30（LO:21:30）
土日祝日 12:00～22:30（LO:21:30）
休館日：雨天時は中止
平均予算：ＢＢＱ飲み放題・食べ放題
男性:4,100 円 女性:3,800 円
中学生～19 歳:3,600 円 小学生:2,100 円
バリアフリー：車いすで入店可
※詳しいことはお店にお問合せください。
アクセス（電車）：
①JR 信濃町駅徒歩 5 分
②銀座線青山 1 丁目駅徒歩 10 分
③大江戸線国立競技場駅徒歩 5 分
問い合わせ先：森のビアガーデン
TEL:03-5411-3715

森のビアガーデン

検索

長良川サービスセンター
夏のスポーツ講習特集
長良川サービスセンターでは７～８月の日程で各
種教室が開催されます。
各種教室の日時
【ピラティス教室】
７月４日、8 月８日 13:30～14:30
【エアロビクス教室】
７月 20 日 13:30～14:30
【月曜朝の体を整える教室】
７月 20 日、８月 17 日 10:30～11:15
【ヨガ教室】
８月 29 日 13:30～14:30
【太極拳教室】
７月 25 日 13:30～14:30
【キッズダンス教室】
７月 27 日～30 日 10:00～11:30
【エンジョイ・スポーツレクリエーション体験
～やってみよう！タスポニーとショートテニス】
７月 12 日 10:30～15:30
会 場：長良川サービスセンター／ミーティングルーム
参加費：無料
定 員：20 名、ヨガ教室は 30 名
対 象：対象年齢なし（ただし、中学生以下の方は
保護者の同伴が必要です。
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【カヌー体験コーナー】
７月４日～７月 25 日の土日祝日
８月１日～８月 30 日の土日祝日
８月 13 日・14 日
10:00～17:00 受付～16:00
※7 月 12 日の受付は 14:00～
【カナディアンカヌー体験会】
７月５日
①10:00～ ②11:00～ ③13:30～ ④14:30～
【レガッタ講習会～ポート教室～】
８月 30 日
①9:30～11:30 ②13:00～16:00
【プラスワンカヌー～自然観察～】
７月 12 日、８月 30 日 9:30～11:30
※プラスワンカヌーの予約受付は開催日の１ヶ月前から
会 場：長良川サービスセンター／水面
参加費：お一人様 500 円
定 員：20 名 カヌー体験コーナーは制限なし
対 象：小学校４年生以上(保護者同伴)
それ以下は保護者の方と二人乗り
申込先：長良川サービスセンター
TEL:0584-54-2075
FAX:0584-54-5275
駐車場：無料（90 台）、身障スペース３台
住 所：岐阜県海津市海津町福江字角山 1202-2
アクセス(車)：
①岐阜方面から 長良川右岸を南下し 約 40 分
②名古屋方面から 東名阪自動車道「弥富」I.C より
約 20 分、長島 I.C より約 15 分
③名神高速道路「大垣」I.C より国道 258 号を南下し、
約 40 分
アクセス(電車)：養老鉄道石津駅より
海津市コミュニティバス「角山」下車
徒歩７分
バリアフリー：スロープあり
身障用トイレ：２ヶ所
（オストメイトやベビートイレあり）
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スマホで鍵の開け閉めが
できるなんて！

映画「みんなの学校」
上映会スケジュール７・８月分

大切なものを守るために必要な「鍵」。今まで
鍵といえば、鍵を鍵穴に差し込み回す、というの
が解錠・施錠の常識でした。
近年、鍵もデジタル化が進み、カードや指紋・
顔・静脈などで認証できるシステムが登場しまし
た。しかし、問題はコスト面。個人宅で導入する
には、まだまだ高いハードルがありました。最近、
登場したのが、スマートフォンで開け閉めできる
未来の鍵「スマートロック」です。鍵が「モノの
インターネット（Internet of Things / IoT）」
化することで便利に進化しています。
昨年から続々と日本の企業が発表しているスマー
トロックの魅力は、今ある鍵を取り替えずに、取り
付けるだけという手軽さ。さらに、本体価格は 1 万
円台から。
解錠・施錠の操作は、手持ちのスマートフォン
上で行います。そのため、遠隔で操作したり、他
人とシェアすることも可能です。これからの時代、
“合鍵をもらう”というあま～い言葉は、なくなっ
てしまうかもしれません。

不登校ゼロを目指した大阪市立南住吉大空小学
校を長期に渡り追い続け、第 68 回文化庁芸術祭
大賞を受賞したドキュメンタリー映画です。
報道カメラマンとして活躍してきた真鍋俊永が
初監督を務め、普通の公立小学校でありながら発
達障がいなど特別支援教育の対象となる児童も同
じ教室で学ぶことで、互いの違いを理解し合う教
育に取り組む同校を映し出します。
全国各地で上映会が行われていますので、機会
があれば観に行って下さいね。
【東京都】北野市民センター
2015 年７月 11 日(土)
キネカ大森…03-3762-6000
上映期間：7 月 4 日(土)〜7 月 10 日(金)
【神奈川県】
アミューあつぎ映画.com シネマ…046-206-4541
上映期間：7 月 4 日(土)〜7 月 17 日(金)
【静岡県】
静岡シネマイーラ…053-489-5539
上映期間：7 月 25 日(土)〜7 月 31 日(金)
【茨城県】大野まちづくりセンター多目的ホール
2015 年 8 月 4 日(火)

製品名：Qrio Smart Lock
（キュリオ スマートロック）
発売日・発送：2015 年９月（予定）
ただ今、予約受付中です！
価格：19,440 円（税別）～
製品仕様：
サイズ:長さ 111mm、幅 55mm、高さ 63.5mm
重さ:332g(電池を含む)
素材:アルミ、ABS 樹脂等
対応 OS:ｉOS 7 以上、Android 4.4 以上(予定)
通信:Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)
付属品:本体、電池(CR123A)x2、粘着シート、
取り付け位置決めガイド、設置位置の高
さ調整アタッチメント×2、取扱説明書
問い合わせ先：Qrio 株式会社
Email: contact@qrioinc.com

キュリオ

スマートロック

検索

【愛知県】賢隆山久遠寺・ウィルあいち
2015 年７月 18 日(土)
上映時間：
1 回目…10:20〜（親子タイム有り）
2 回目…14:20〜、3 回目…17:40〜
会場：
1 回目…賢隆山久遠寺
名古屋市中区新栄１丁目４番６号
2・3 回目…ウィルあいち
名古屋市東区上竪杉町１番地
《お問合せ先》
TEL：090-1388-1820 (担当：廣野)
EMAIL：minnanogakkou7@yahoo.co.jp
【三重県】四日市市文化会館 第二ホール
2015 年７月 17 日(金)
上映時間：18:30～
四日市市安島 2 丁目 5-3
《お問合せ先》
NPO 法人 四日市男女共同参画研究所
TEL：059-347-3123
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【大阪府】
・四條畷市民総合センター／大ホール
2015 年 7 月 19 日(日)
・箕面市立萱野中央人権文化センター
2015 年 8 月 1 日(土)
・クレオ大阪中央
2015 年 8 月 22 日(土)

TOHO シネマズ各映画館で車いす席の
ネット予約ができるようになった

【奈良県】天理市文化センター
2015 年 8 月 7 日(金)
【鳥取県】
・米子市福祉保健総合センター・ふれあいの里
2015 年 8 月 22 日(土)
・鳥取県人権文化センター
2015 年 8 月 23 日(日)
※木村泰子先生による講演あり
みんなの学校

検索

TOHO シネマズ各映画館で車いす席の予約が
インターネットからでもできるようになりまし
た！
今まで予約のために一度映画館に出向く必要が
ありましたが、インターネットで予約できて便利
になりました。ＴＯＨＯシネマズさんの英断に感
謝します。
他にも電話予約ができる映画館がありますの
で、要チェックです！
【車いすで鑑賞される方】
車いすスペースをインターネットから購入する
ことができます。座席選択画面にて車いす席を選
択します。（付添者がいる場合は続けて座席を選
択します。）
チケット券種選択画面では「障がい者割引（鑑
賞料金 1,000 円）」のみ表示されるので、こちら
を選んでください。
当日のチケット発券の際は、障がい者手帳を持
って、チケットカウンターまで…。
※携帯電話からでは、ピンポイント座席選択時の
み購入可能。エリア選択画面からは購入できま
せん。
【上記以外で、障がい者手帳をお持ちの方】
チケット券種選択画面にて「障がい者割引（鑑
賞料金 1,000 円）」を選びます。（付き添いのお
客様がいる場合は、1 名まで「障がい者割引（鑑
賞料金 1,000 円）」の対象となるので、本人と同
じチケットを購入してください。）
当日の入場の際に、障がい者手帳をチケットと
一緒に提示します。
TOHO シネマズ 車いす席 予約
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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



-

-

//

編 集 後 記
6 月ですね。梅雨ですね。私は雨の季節はあま
り好きではありません。なぜなら、張子の虎とか、
張りぼてみたいに、雨に濡れるとしょぼくれるか
らです。（いつもしょぼくれているよ！：ALL）
でも、雨の中で咲く花はきれいです。アジサイ、
ツユクサなど。きれいな花を見て、梅雨が明ける
と、夏です。夏を大いに楽しみましょう。
これから挑戦してみようと思っていること、こ
んなことがあったよ～など、どしどしお寄せくだ
さい。待ってま～す。
（ナベ）

でんわ ０９０-９１８４-５５１５
名古屋市千種区新池町２－２２－８
tel／fax ０５２－７８２－３１７２

- 26 -

2015.06.20

№136 AJU 福祉情報誌

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、診療機関で障害がある仲間の医療ケアに

障害当事者、福祉、医療、建築関係者が有志で開

携わってみえた、リハビリテーション医の万歳登

設し、住宅の改造などの相談に対応。

茂子先生のご協力で開設。

《相談日》７月４日、18 日

《相談日》７月 11 日、25 日

８月１日、15 日（要予約）

８月８日、22 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

事前にご連絡下さい

時間は要相談

《費

用》無料

《対 象》障害がある人

《受

付》サマリアハウス

淺井

《費 用》無料

ＴＥＬ 052-841-5554

《受 付》自立生活情報センター

ＦＡＸ 052-841-2221

ＴＥＬ 052-841-6677

E-mail

ＦＡＸ 052-841-6622

URL
《場

《場 所》名古屋市昭和区恵方町 2-15
（社福）AJU 自立の家

http://sumai-sien.com

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

サマリアハウス内

情報募集中！

福祉情報誌オンラインショップ

障害福祉制度への意見、町で見つけたアクセ

ＡＪＵ福祉情報誌オンラインショップを開
設しました。あなたの家まで年間購読や最新
各号のバックナンバーを郵送するだけでな
く、インターネットからダウンロード販売も
行えるようになりました。

シブルな穴場、あれ？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。

お支払方法は次の３つです。
① 銀行振込（ゆうちょ銀行）
② 郵便振替
③ カード決済（Paypal）

ぜひぜひ、編集部までご連絡下さい
■編集部
ＴＥＬ 052-841-9888
ＦＡＸ 052-841-3788

問い合わせ先：
ＡＪＵ福祉情報誌発行委員会（担当：水谷）

お待ちしていま～す

URL: http://fjoho.cart.fc2.com/
TEL：052-841-9888
FAX：052-841-3788
福祉情報誌オンラインショップ

隔月発行
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:０５２－８４１－３７８８
E-mail:

検索

※年間購読でダウンロード版をご希望の方は、
編集部までご連絡ください。
E-mail：
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