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	 平成２９年１月１５日（日）、石川県社会福祉会館にて「成人を祝う会」が行なわれました。当日は５

名の新成人の皆さんとご家族をお迎えし、マジックショー、二胡の演奏、ビンゴゲームなどで賑やかに盛

り上がりました。 
	 人生の節目を迎えた新成人の皆さんのご健勝と、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。 
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山田   遼太さん  

  

   
天田   達也さん  

村中   康貴さん   藤田   勇輝さん  

助実   里菜さん  
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相 談 員 等 研 修 会  

 

 

 

 

 

マジックショー 
二胡演奏  

2 月 15 日（水）10 時 30 分から 12 時 30 分、金沢市教育プラザ富樫で相談員等研修会を行い、会員以

外の方も含め 25 名が参加しました。現在金沢市では日常生活用具給付事業の品目等の見直しを予定、検

討専門部会委員として、本協会金沢支部から高松久美さんにお願いしています。	 

今回「日常生活用具について知ろう」のテーマで、金沢市福祉用具情報プラザ館長、作業療法士	 安田秀

一氏のお話をお聞きし、研修を深めました。	 

	 

〈講演のおもな内容〉	 

・ 	 	 ・制度が分かりにくく、自立的な生活・介護負担軽減の可能性があるにもかかわらず利用されて	 	 

・ 	 	 いない	 

・ 	 ・すべての用具に給付されるわけではないが、低額で入手可能であり、メリットがあること	 

・ 	 ・積極的な利用と必要性について声を上げていくことが必要である	 

	 

質疑応答なども多数あり、活発な良い研修会となりました。	 

	 （※配布資料、種目一覧、福祉用具総合カタログなど事務局に少しあります。）	 

 

   
〈参加者の感想〉	 
	 

	 お恥ずかしい話ですが、長い間、障がいのある子の母をしながら福祉制度の事は全く解っていない私です。

難しくて複雑で使いづらく、何となく敬遠しがちです。そんな私でも、福祉用具には興味があり「日常生活用

具について知ろう」と題された今回の研修会に参加しました。人それぞれ必要な日常生活用具や使用頻度、耐

用年数があるのだと感じました。今の時代や個々のニーズに合った「使える制度」にするため、実際に介護の

現場に居る私達が要望を声にしていく事が必要なのかなぁ〜と思いました。	 

	 いろいろ情報を収集し、私自身が勉強しなきゃ！と痛切に感じました。「使える制度」を有効に利用して、

介助される側も、介助する側の負担も軽減出来たら良いですね。とても勉強になった研修会でした♪	 

〈高松外美子〉 
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津幡町父母の会「ラフ」 
	 今年度は新しくメンバーになってくれた方の歓迎会か

らスタートし、施設見学やかほく 3市町のレクリエーシ
ョン、勉強会。そして、ここ何年行われていなかった夏

の親子レクリエーション、創立 60 周年式典・祝賀会に
出席した事等々親子で参加する行事が多い年でした。ま

た、協会のブロック大会や全国大会の参加も多く有難く

思いました。最後に親だけの反省会＆食事会でたくさん

語り盛り上がって楽しい時間を過ごしました。忙しくも

充実した 1年でした。 

内灘町父母の会 
	 28 年度は、二人の会員が増えました。横浜で開催された全国大会に、新しい二人と参加できまし
た。親では無く当事者なので、これからもいろいろな事で会の力になってくれる二人だと思います。

11 月には料理サロンをしました。清湖小学校の調理室を借りて、会からは 4 組の参加でしたが他の子
供たちや学生さんとボランティアの方の参加で、ワイワイ楽しく作り美味しくいただきました。来年

度も行いたいと思います。今年に入り、新年会をホテルにて行いました。新しいふたりを含め 10 組の
家族の参加でした。楽しく美味しくいただきました。 
	 一年は本当に早いものです。いろいろなことに追われがちですが、29 年度に向けての計画を立てる
ために 3月末に役員会を開きます。 
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白山市父母の会 
	 もう年度末。月日が経つのは本当に早いものですね。さて、白山市父母の会は『会員同士の繋がりを

持とう』という目標を立ててやってきました。意見交換会を開催でき、また野々市市父母の会の方々と

の交流会やさわやかレクレーションで協力し合うことができました。更には、白山市の会議を通して

会員以外の方にも知り合うことができ、心強いと感じた一年です。新年度も意見交換会を予定してお

りますので、是非参加してくださいね。 

金沢市父母の会	  
	 今年度を振り返って、ここ数年、金沢では永井陽子さん、金子聡子さんに取りまとめいただき、教

育プラザ富樫と連携した「ぱちぱち絵本教室」や「もぐもぐゴックン教室」を開催しています。それら

活動に、小学部低学年以下のお子さんをお持ちのお母さん方に参加いただくことで、会の活動の広が

りにつなげていきたいと願っております。	 

また次年度も「日常生活用具」については、会員の皆様の意見集約をしていきたいと考えておりますので、

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

かほく市父母の会「からーず」 
	 今年度最後の行事である親子ボウリング大会が 2 月 18 日にコロナキャットボールで行われました。
看護大学生 5名を含む 6名のボランティアさんの参加で子どももパパもママもハイタッチ!!で大盛り上
がりでした。これも｢からーず｣の名前どおり、会員が個性（カラー）を発揮し、バラエティにとんだイ

ベントを企画できたからだと思います。これからも行政機関や津幡町・内灘町の会員の皆様と力を合

わせて頑張っていきたいと思います。 

野々市市父母の会 
	 今年度は白山市父母の会と協力して、さわやかレクリェーションを企画させていただきました。少

ない人数ですがお互い連絡を取り合い、準備、開催まで運ぶことができました。年々子ども達も年齢

が上がり、それを支える親達も年齢が上がってきました。これからは子ども達の支え方について話し

合いながらお互いに協力し合っていこうと思います。 

各地区	 ２８年度を振り返って  
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全国障害者スポーツ大会大会	 出場  

平成２８年度あゆみ療育の会	  
療育訓練事業  

	 今年度の私たちの会では、大きな変化として年２回の一日キャンプをいしかわ特別支援学校の体育

館を借りて開催出来たことです。 
現在の月例会は、金沢市のむつみ体育館を利用していますが、１室しか使えないので、親指導、ト

レーナー指導の場所がなく、出来ていないのが現状です。特に一日キャンプとなると、親指導、トレ

ーナー指導、昼食などの場所の確保が必要になります。それが支援学校を使わせていただくことで解

消されるので、大変ありがたかったです。 
また夏季集中訓練（４日間）では、群馬医療福祉大学の久田信行先生が総合指導でしたが、緩めのス

ペシャリストとのことで、特に体の緊張をほぐすことに重点を置いた訓練でした。それにより、日ご

ろ悩まされている体の痛みが取れてとても楽になったとの声が上がりました。いつもの訓練にもまし

て身体の変化を感じられる４日間だったようです。興味のある方はぜひ訓練会を見学に来てくださ

い。 
「どんな整形外科の先生よりも、動作法をやってもらったほうが、痛みが楽になるんです」トレーナー

の感想より 

	 今年はブロック大会、全国大会、60 周年記念祝賀会、全国障害者スポーツ大会等の関係で、例年
５・６月実施の親睦会が 11月になりました。 
① 8月 21日(日)にカラオケパラダイスで食事会・カラオケ会（13名参加）。 
② 11月 13日(日) 親睦会（コスモアイル羽咋、千里浜レストハウス）、なぎさドライブウエイでは、	 
	 あまりの美しさに歓声があがりました（18名参加）。 
③ 12月 4日(日) ホテル日航金沢 29階『桃李』で総会・クリスマス会が行われました。くす玉･ごち	  
	 そう・ビンゴゲームと楽しい時間を過ごしました（14名参加）。 
	 協会・父母の会会員なら会費不要、年齢制限なし。参加しませんか（事務局まで連絡を！） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 青年部（いぬわし会）	 新田	 敦史 
	 10 月 22 日から 5 日間、石川県代表として岩手県で行われた全国障害者ス
ポーツ大会（全スポ)に行ってきました。自分の出場する競技は陸上種目でジ
ャベリックスロー、50ｍ走、どちらも練習不足で不安を残す中 24 日の本番
を迎えました。ジャベリックスローは参加人数が自分一人だった為金メダル

が確定しました。練習では数メートルしか跳ばす事しかできませんでしたが

本番では 30メートルも跳ばす事ができました。本命の 50メートル走では残
念ながら 8秒 2で 5位で悔しい思いをしましたが全スポが終わり現在陸上ク
ラブに入り体力作りをしています。数年後にまた全スポに出場する機会があ

りましたら、もう一度同じ種目で頑張りたいと思います。 

いぬわし会（青年部）  
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	 平成 29 年度のブロック大会は静岡県浜松市で開催されます。	 	  
１．期日・会場	 平成 29 年 6月 17 日（土）～18 日（日） 

ホテルコンコルド浜松 
	 ２．大会テーマ	 『障害者サービスの現状は・・・』～今何を思い、何を考えるか?～ 
	 ３．日程・内容	 14:00	 開会式・式典 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 15:00	 パネルディスカッション 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �浜松市発達医療総合福祉センター	 副センター長	 遠藤雄策氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <重心の子供達の在宅医療>	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �社会福祉法人天竜厚生会	 理事長	 山本たつ子氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <大規模法人の使命>	 <老人福祉とこれからの障害者福祉> 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �前	 社会福祉法人	 インクルふじ“でらーと”施設長	 小林不二也氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <親と子の自立について> 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �浜松協働学舎根洗寮施設長（浜松成年後見センター事務局長）高木誠一氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <意思決定支援について>	 <成年後見制度について> 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �聖隷クリストファー大学	 社会福祉学部准教授	 田島明子氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <障害の「受容」の再考> 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 18:00	 情報交換会 

�参加申込みは、4月 24 日（月）までに事務局へ電話やメールでお申し込みください。 
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第５２回	 東海北陸ブロック大会（静岡大会）のご案内  

「愛の絵はがき・一筆箋」の頒布事業  

	 今年も「愛の絵はがき」と「一筆箋」の販売をしました。 
	 	 「愛の絵はがき」５８０セット、「一筆箋」２７０冊 
	 	 	 	 計	 ８５０セット（前年比	 ３３セット増） 

（他に、バザー等で過年度絵はがき 120枚販売しました。） 
	 	 ご購入いただきました団体、企業、個人の皆様、誠にありがとうございます。 

第５０回	 全肢連全国大会（京都大会）のご案内  

	 今回の京都大会では、１日目は大会前夜祭として情報交換会を実施、2日目に大会が行われます。 
１．期日・会場	 平成 29 年 9月 8日（金）～9日（土） 
	 	 	 	 	 	 	 	 情報交換会	 9月 8日（金）18 時～20 時	 リーガロイヤルホテル 
	 	 	 	 	 	 	 	 大	 	 	 会	 9月 9日（土）10 時 30 分～16 時 30 分	 京都テルサ 

	 ２．大会テーマ	 『住み慣れた地域で、共生社会の実現』 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 －	 誰もが排除されることのない全員参加型の社会へ	 － 
	 ３．日程・内容	 10:00	 受付開始 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 10:30	 開会セレモニー、大会式典 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 13:30	 アンケート報告「障害児者の（母）親を対象としたアンケート」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 14:00	 講演	 「障害のある人の母親という経験」 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 講師	 上野	 千鶴子	 氏 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （認定 NPO法人ｳｲﾒﾝｽﾞｱｸｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ理事長、東京大学名誉教授） 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 15:30	 質疑応答 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 16:00	 閉会式 
	 �	 ブロック大会、全国大会ともに参加費補助を予定しています。ぜひ多くの方の 

参加を受け付けます。事務局までお申込みください。  

お知らせコーナー 
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＊＊	 お問い合わせ・ご連絡	 ＊＊	 

お気軽にお電話ください。	 

	 

編集人：石川県肢体不自由児協会	 

	 	 	 	 石川県肢体不自由児者父母の会連合会	 

連絡先：〒920-8557（事務局）	 	 

金沢市本多町 3-1-10	 	 

石川県社会福祉会館内	 

電話・FAX	 076-224-6126	 	 

Ｅメール	 	 ishikawakenshiren@movie.ocn.ne.jp	 	 

発行人：北陸障害者定期刊行物協会	 

	 	 	 	 	 富山市今泉 312	 	 	 	 定価	 50 円 

 

 
	 ３月に入り庭の花が咲き始めました。外の景色

が明るくなるとパワーをもらえる気がします。 
今号も皆様からたくさんの報告をいただきステ

ップが完成しました。活動を通して仲間が増え絆

が深まる様子が伺え嬉しく思います。皆様の活動

へのご参加、日頃のご協力に感謝申し上げます。

次年度もよろしくお願いいたします。 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 作成スタッフ一同	 
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	 �金沢市校下婦人連絡協議会	 様 
	 �石川県信用組合協会	 様 
	 	 (株)オリエントコーポレーション様 
	 �サッポロビール株式会社 
	 	 北陸支社金沢サッポロ会	 様 
	 �高松	 昌一郎	 様	 	 	 	 	 	 	 ～心より感謝申し上げます～ 
 

	 日常生活での摂食、栄養、睡眠、運動等生活を営む上での工夫や体験実践や、学校教育上の問題、

職業にいたる幅広いテーマで特集が組まれています。（B5判	 約 60ページ） 
	 子供たちの今後の成長に役立つと思いますので、ご希望の方は事務局へ 
	 	 （	 年間６回発行、購読料年間	 ４，１００円	 送料含む） 
平成 29 年度	 特集テーマ 
４／５ 月号	 医療・福祉の連携の中での肢体不自由児教育(２) 
６／７ 月号	 視線入力でらくらくコミュニケーション 
８／９ 月号	 経管栄養・胃ろう・消化管障害など 
10／11 月号  2020東京パラリンピックムーブメント３ 
12／１ 月号	 卒業後の生活４ 
２／３ 月号	 補装具－発展と活用－ 
 

ご寄付いただいた方々  

「はげみ」の購読のご案内	 日本肢体不自由児協会機関紙  

平成２９年度	 定期総会のご案内  

	 １．期日・会場	 平成 29年 5月 9日（火）	 受付１０：３０～ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 白山市福祉ふれあいセンター	 2階中会議室 
	 ２．日程	 	 	 	 11:00～12:00定期総会	 12:00～13:00昼食	 13:00～14:00講演予定 
※ 午後は、講演を予定しています。内容・講師について、まだ決まっていません。皆さんから希望が

ありましたら、事務局までご連絡ください。（076-224-6126） 
※ 会場の「白山市福祉ふれあいセンター」は、国道８号線を小松方向に進み、アピタを越えた右側に

あります。（ちょうど翠星高校の斜め向かいになります。）多くの方の参加をお待ちしています。

正面玄関が広くなっていますが、左側に広大な駐車場があります。 
※ ☆理事・常任理事会のご案内 

日時：平成２９年４月２５日（火）１３：００～１４：３０（受付 12:30～） 
会場：石川県リハビリテーションセンター	 ４階	 研修室	 （金沢市赤土町ニ 13-1） 
	 各地区の常任理事の方、参加をお願いします。 
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