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～上半期を終了して～
� 社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会
� 常務理事　竹森　登志男
� （新潟県障害者スポーツ協会事務局長）
　平素は、社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会並びに新潟県障害者スポーツ協会へのご理解とご協力を
賜りまして、厚く御礼申し上げます。
　早いもので、平成26年度も上半期が終了いたしました。
　障害者交流センターでは、障害者スポーツ協会と一体的な連携のもとで、県内各地でスポーツ教室や大会、
指導者講習等を拡充実施することで、障害者スポーツの裾野を広げる活動を推進するとともに、2020年の東
京パラリンピックに向けた選手育成支援にも取り組み始めました。
　聴覚障害者情報センターでは、関係団体等と連携した事業を積極的に実施しております。また、今年度は、
ホームページの動画配信数を増やし、字幕付き録画物のPRに力を入れています。聴覚障害の方をはじめ、盲
ろうの方の社会参加のための事業が順調に進むよう取り組んでいます。
　社会参加推進センターでは、「障害者相談員研修会」を開催し、地域における相談指導活動の充実を図ると
ともに、「社会参加推進協議会」において県の担当者から障害者差別解消法の平成28年４月の施行に向けて
の国や県の取組みについて説明を聞き、出席した障害者団体と意見交換を行いました。
　県身連の会員団体では、年間行事計画に基づき「地域団体指導者研修会」や「ミュージックふれあい交流
会」を実施したほか、今年度当連合会が担当する日身連関東ブロック協議会代表者会議（10月２、３日　湯
沢町）を開催しました。
　引き続き下半期も、県内の障害のある人達や関係団体の皆様方との連携を密にしながら、法人役職員一同、
日々の業務に真摯に取り組んでまいりたいと存じます。
　皆様方のご指導、ご理解、そしてご支援を心からお願い申し上げます。
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ふれ愛だより新潟県障害者交流センター

TEL FAX025-381-8110 025-381-1478 http://kouryu.n-fureaiplaza.com/ kouryu@n-fureaiplaza.comURL MAIL

プールの水の入替えと、プール内の掃除を行いました
　９月１日（月）から３日（水）までの３日間、プールの水の入替え作業を行いました。
　期間中は職員全員でプールの底のブラシがけ、プールサイド及びプールフロアの高圧洗浄から、排水溝の掃除及
びねじゆるみの確認、天井の点検等、安全確認を実施しました。これからも安心して気持ちよく当センターのプール
をご利用いただきますよう、宜しくお願いします。

第４回プラザふれ愛交流会（囲碁・将棋大会）
　障害のある方や支援者等、上級者から初心者まで総勢43名
が参加し、囲碁・将棋、それぞれ３クラスに分かれてのリーグ戦
を行いました。「勝っても負けても爽やかに」の合言葉の下、フェア
プレー精神で和気あいあいとした雰囲気の大会となりました。
結果は以下の通りです。

【囲碁の部】（28人）
Ａクラス　優　勝　谷沢　正明（新潟市）
　　　　　準優勝　渡辺　佐久雄（ふれ愛プラザ）
Ｂクラス　優　勝　石井　茂夫（ふれ愛）
　　　　　準優勝　鶴間　修二（雪椿友の会）
Ｃクラス　優　勝　中嶋　國一（ふれ愛）
　　　　　準優勝　廣野　和夫（ふれ愛）

【将棋の部】　（15人）
Ａクラス　優　勝　佐藤　清治（新潟市）
　　　　　準優勝　大野　秀和（新潟市）
Ｂクラス　優　勝　島村　武雄（新潟市）
　　　　　準優勝　橘　　正市（リハセン）
Ｃクラス　優　勝　福永　泰大（リハセン）
　　　　　準優勝　江村　克巳（十日町市）
� （敬称略）

　真剣勝負の対局風景

将棋Ａクラス優勝で満面の笑みの佐藤さん (右 )
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TEL FAX

開催日 内　　容 会　　場
平成26年11月16日 グラウンドゴルフ教室 新潟ふれ愛プラザ他

平成26年11月15日～22日
平成26年11月23日

視聴会
ふれ愛の集い 新潟ふれ愛プラザ

平成26年12月14日 利用者・団体懇談会 新潟ふれ愛プラザ

025-381-8112 025-381-8116 http://jyoho.n-fureaiplaza.com/ jyoho@n-fureaiplaza.comURL MAIL

新潟県聴覚障害者
情報センター 情報センターだより

その他
事業の
ご案内

初任者研修　体験研修を通して 新潟聾学校から新任教諭が研修に来られました。

事業のご案内

日　　時　平成26年11月29日（土）　14：00～16：00
講　　師　小椋　英子　氏　日本手話通訳士協会　会長
会　　場　亀田駅前地域交流センター　多目的ホール
対 象 者　�どなたでも

講演会～繋がる社会とつなげるコミュニケーション～

� 新潟県立新潟聾
ろう
学校　平澤　真梨奈

　平成26年8月23日に新潟県聴覚障害者情報センターに
て研修をさせていただきました。午前には、「手話の茶
の間」に参加させていただき、手話を使った伝言ゲーム
や手話ソングを通して、参加者の皆さんと楽しく交流す
ることができました。新しい手話表現を楽しみながら覚
えることができ、とても有意義な時間を過ごせました。
午後からは、ふれ愛プラザの施設や情報センターでの字
幕制作の様子を見学させていただきました。段差の小さ
い階段や広い踊り場、車いすのまま入ることのできる
プールなど、安全で誰もが使いやすいように配慮の行き
届いている設備に感動しました。ＤＶＤの字幕制作では、
話している内容をそのまま文字にするのではなく、子ど
もたちに分かりやすい言葉に換えたり、字幕を出す位置
を考えたりと様々な工夫がされていました。聾学校の子
どもたちが楽しみにし
ているライブラリの裏
では、スタッフの方々
の並々ならぬ努力があ
ることを知り、感謝の
気持ちでいっぱいにな
りました。お忙しい中、
貴重な機会を与えてく
ださり、本当にありが
とうございました。

� 新潟県立新潟聾
ろう
学校　阿部　美貴

　平成26年8月23日に新潟県聴覚障害者情報センターに
おいて１日研修をさせていただきました。
　午前中は手話の茶の間に参加させていただき、新しく
できた新潟市内の施設の手話表現の学習や伝言ゲーム、
手話ソングを参加者のみなさんと一緒に楽しみました。
新しい手話表現や知っていた手話単語の違う表現方法を
知ることができ、大変勉強になりました。
　午後からは情報センターやふれ愛プラザについて説明
や案内をいただきました。これまで何度か利用したこと
はありましたが、知らなかった施設や設備も多かったで
す。また、字幕制作についても教えていただきました。
字幕付きDVDを制作するにあたって、１つの場面の字幕
に何時間も掛けることがあるなど大変な労力がかかって

いることに驚きました。
　今回の体験研修を通して、
情報センターやふれ愛プラ
ザのことをこれまで以上に
知ることができたので、新
潟聾学校の生徒たちにも伝
えたいと思います。お忙し
い中、貴重な研修の機会を
いただき本当にありがとう
ございました。

情報保障　手話通訳・要約筆記が付きます。
そ の 他　�詳細につきましては情報センターホーム

ページをご覧ください。

　長岡震災アーカイブセンター「きおくみらい」のシアター映像（随時上映：
15分間）に字幕を付けさせていただきました。
　こちらのセンターは、震災の記憶を次世代や他地域、そして未来に向けて
発信する中越メモリアル回廊の拠点施設で、どなたでもご利用いただける施
設です。ぜひ、臨場感あふれる大スクリーンで地震の怖さと人間の強さを感じ
てみてください。詳しくは直接お問い合わせください。
　〒940－0062　長岡市大手通2－6　フェニックス大手イースト2階
　TEL0258-39-5525　FAX0258-39-5526　E-mail��kiokumirai@cosss.jp
　入館無料　開館時間/10：00～18：00　休館日/毎週火曜日・年末年始

「手話言語法制定を求める
� 意見書の提出」
　平成26年7月1日の新潟市議会
及び7月11日の新潟県議会のイン
ターネット中継に字幕を付けまし
た。館内で視聴していただけま
す。お気軽にお声かけください。
　館外貸出は出来ません。あらか
じめご了承ください。

お知らせ お知らせ
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にいがた

社会参加推進センターだより

第13回 新潟県障害者芸術文化祭
～ふくらむアート ふあっと にいがたフェスティバル～

新潟県障害者社会参加推進センター
新潟市江南区亀田向陽１-９-１(新潟ふれ愛プラザ内)　電話・FAX　025-383-3654

TEL・FAX 025-383-3654 http://suishin.n-fureaiplaza.com/ suishin@n-fureaiplaza.comURL MAIL

お問い合わせ（事務局）

第１回社会参加推進協議会が開催されました
　去る７月10日（木）、新潟ふれ愛プラザにおいて「第
１回社会参加推進協議会（三障害合同部会）」が開催さ
れました。
　はじめに、新潟県福祉保健部障害福祉課の担当副参事
より昨年６月に制定された障害者差別解消法の概要と平
成28年４月の法施行に向けた国や県の取組について、説
明がありました。会議出席者からは、差別のない社会づ
くりに向けて県として積極的に取り組んでもらいたいと
の要望がありました。
　続いて、「平成26年度社会参加推進センター事業計
画」について、推進センター事務局より説明がありまし
た。最後に三障害団体間で活発な意見交換が行われ、有
意義な会議となりました。

　今年で13回目を迎える新潟県障害者芸術文化祭は、県内に在住している障害者の皆さんが日頃から取り組まれてい
る芸術文化活動の発表の場として開催されています。
　毎年、美術展では個性豊かな作品が数多く展示され、ステージ発表では心温まる発表が繰り広げられます。皆さま
のご来場をお待ちしております。

　相談活動に必要
な知識や情報につ
いての研修を行
い、地域における
相談指導活動の充
実を図ることを目
的とした障害者相
談員研修会が、７
月に新潟市と長岡市で開催されました。
　はじめに、昨年度の同研修会で相談員から要望があっ
た「成年後見制度」について、弁護士さんより具体例を
示しながら分かりやすく説明していただきました。
　続いて、相談支援専門員さんより「相談支援の基本姿
勢」について、ご自身の経験を基に、相談員としての心
構えについてお話いただきました。相談者との信頼関係
を築く大切さなど、相談員一人ひとりが今まで行ってき
た相談支援について振り返る良い機会となりました。
�
　「障害者相談員」は、相談者と同じ視点で、相談を傾聴・
共感・受容し、解決への方法を共に考えて相談支援を行いま
す。相談は無料で、相談の内容、個人の秘密は守られます。
　相談員の氏名・連絡先などは、最寄りの市町村障害福祉担
当課へお問い合わせください。

平成26年度障害者相談員研修会が開催されました

美 　術 　展　　期　日　11月15日（土）～11月22日（土）
　　　　　　　　時　間　10:00～17:00　
　　　　　　　　　　　　※最終日は12:00まで

表　 彰 　式　　期　日　11月23日（日）
　　　　　　　　時　間　【美術･文芸部門】12:30～13:15(予定)
　　　　　　　　　　　　【音楽発表部門】 16:15～16:30(予定)

※会場はいずれも　新潟ふれ愛プラザ　体育館（新潟市江南区亀田向陽1-9-1（JR亀田駅東口から徒歩5分））

ステージ発表　　期　日　11月23日（日）
　　　　　　　　時　間　13:15～16:00(予定)
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　「障害者社会参加推進協議会」は、障害者の自立生活と社会参加を推進する
新潟県障害者社会参加推進センターの業務に関する企画・立案を行なっています。
協議会の構成団体（20団体）の活動状況等を順次掲載します。

　当協会は全日本ろうあ連盟の加盟団体として、聴覚
障害者の社会参加と自立の推進、手話の普及など社会
における大きな役割を担い、福祉の向上を目指して日々
活動しています。また、聴覚障害者のための行事・手話
通訳者養成・手話通訳者養成講師の養成・手話普及の運
動・ろうあ運動を知っていただくための活動も行っています。
　近年の代表的な活動内容として、手話言語法（仮称）
の制定に向け、「手話言語法の制定を求める意見書」を
国会に提出してもらうための請願運動を行い、現在採択
の吉報が次々と届き、９月末には１県30市町村すべてが
採択されました。
　聴覚障害を持った人がいつでもどこでも当たり前に情
報保障を受け、安心して暮らせるという最も大切な権利
を守るため、国会で手話言語法が制定されることを目指
しています。その他、出版物の普及・販売、機関紙の発
行、各種行事の開催などさまざまな活動を行っており
ます。来年、平成27年２月28日(土)～３月１日(日)に
は、耳の日フェスティバル（上越市）が開催されます。
聴覚障害者の理解を深める事を目的とし、記念講演や
アトラクションなどを企画しております。毎年、約300
名の方々にご参加頂きとても盛大に開催しています。
　周りに悩んでいる・困っている・何か活動してみたい・
手で話せる仲間をつくりたいと思っている聴覚障害者・
盲ろう者他・聴者の方がいらっしゃいましたら是非、
当協会へ声をかけて下さい。私たちと一緒に活動しまし
ょう。

手をつなぐ育成会は、知的障がいのある人の親や家族
の会です。その活動は、昭和27年に知的障がいのある
子の親として、自分で訴えることのできないわが子の幸
せの実現を求めて、3人の母親が全国の親たちに呼びか
けたことが始まりです。
新潟県内では、昭和30年頃から各地で取組みが行わ
れてきました。現在では市町村単位で育成会が組織さ
れ、会員相互の連携や、知的障がい児者や家族の相談支
援にあたるとともに、地域の人々の知的障がい児者等に
ついての理解と支援を訴えています
一般社団法人新潟県手をつなぐ育成会は、市町村育成
会を会員とする組織であり、知的障がい福祉向上を目的
に、国や県等関係機関に対する要望や働きかけ、研修や
情報交換の場としての大会や研修会の開催、会報発行な
どの広報活動及び関連情報の提供など各種事業を行って
います。
また、各市町村育成会では、会員数や地域社会との関
係などそれぞれの実情に応じて、研修や情報交換、相談
事業などの様々な事業を行っています。特に、知的障が
い児者本人を中心にした研修旅行や体験学習、地域の催
事への参加、公的施設の清掃作業などのボランティア活
動等を広く実施されており、それらの取組みが本人の社
会参加意欲の高揚と能力向上を促し、地域社会の理解の
促進に繋がっています。
３人の母親の呼びかけから始まった育成会活動は、市
町村育成会と都道府県組織を生み、さらに、現在は、全
国組織をとおして世界を結ぶ大きな運動になっていま
す。

手をつなぐ育成会の活動

一般社団法人�新潟県手をつなぐ育成会

理事長　片
かたぎり

桐　宣
のぶつぐ

嗣

一般社団法人 新潟県聴覚障害者協会の紹介

� 一般社団法人�新潟県聴覚障害者協会

� 会長　石
いしかわ

川　　 渉
わたる

手を取りあってみんな笑顔に！

連絡先 連絡先
一般社団法人��新潟県聴覚障害者協会

〒950-0121　新潟市江南区亀田向陽1-9-1　新潟ふれ愛プラザ内
TEL 025-381-1956　FAX 025-381-4699

一般社団法人�新潟県手をつなぐ育成会
〒950-0994　新潟市中央区上所2-2-2　新潟ユニゾンプラザ２階

TEL 025-281-5544　FAX 025-281-5545

要望のようす 県大会開催
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県身連だより
TEL FAX025-381-1474 025-381-1478 http://kenshinren.n-fureaiplaza.com/ kenshinren@n-fureaiplaza.comURL MAIL

　９月７日（日）、新潟ふれ愛プラザにおいて、第 24 回ミュージッ
クふれあい交流会が約 300 名の参加を得て開催された。県内各地の
代表 24 名（組）は入賞を目指して日々の特訓の成果を競いあった。
中には、新たな試みとして、15 名以上による合唱を披露してくれた

組もあり、午前中は
バラエティに富んだ
趣のある発表会とな
った。
　午後は、ゲストのピーターひばりさんによる歌謡ショー並びに、
サプライズ出演のナーゼ樋口さんによるマジックショーが行われ、
審査の間も会場を盛り上げていただいた。

（公益自主事業）

　　　　　　　受　　賞　　者　　 （敬称略）

ミュージックふれあい交流会 開催される

優勝の内藤チエ子さん

特別賞　五泉市の皆さん

平成26年度秋季日本身体障害者団体連合会

関東甲信越静ブロック協議会代表者会議を開催
　秋晴れの10月２日(木)～10月３日(金)、
湯沢町（ＮＡＳＰＡニューオータニ）において
表記会議が開催されました。同ブロック協議会
加盟各団体の団体長や事務局 40数名が一堂に
会し、日身連に提案する要望事項並びに情報交
換等、活発な議論を展開しました。

優　勝 南魚沼市 内
ないとう

藤　チ
ち え こ

エ子 富
ふ じ

士

準優勝 村 上 市 �東
あずま

　末
すえ こ

子 岸
がんぺき
壁の母

はは

第三位 阿賀野市 猪
いのまた

俣　武
たけし

雨
あめ

の夜
よ ぎ し ゃ

汽車

特別賞 長 岡 市 山
やまむら

村　喜
き

久
く

治
じ

桜
さくらがい

貝

特別賞 刈 羽 村 吉
よしかわ

川　和
かずこ

子 虹
にじ

色
いろ

のバ
ば い よ ん

イヨン

特別賞 五 泉 市 代表　今
いまい

井　清
きよこ

子 里
さと

の秋
あき

、ふるさと、赤
あか

とんぼ
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kenshinren@n-fureaiplaza.com 会の存続について思うこと
� 魚沼市身体障害者福祉協議会
� 会長　�佐

さ と う
藤　加

か よ
代

　魚沼市は旧北魚沼郡の６町村が合併して平成16年、中
越地震の余震のさなかに誕生した市です。山間部が多く、
いくつもの谷にそって集落が点在しているという地形で
す。
　私達の会は魚沼市身体障害者福祉協議会となり、旧六
町村はそれぞれ支部として出発しました。会員の高齢化に
よる自然減少、会に入りたがらない若い人達、行政からの
サービスの低下等々の原因により会員数は減る一方です。
誕生から十年、今では活動しているのは２支部のみとなっ
ています。これではいっそ市として一つにまとまった方が
良いのでは？と考え、支部長会議も数回計画しましたが、
色々な事情で流れ、遅々として進まないのが現状です。
　又、（これが一番の問題なのですが）私自身も92才の認
知症の母と暮らしていて、イマイチ会の活動に身が入りま

せん。こんなことでは会にとって良くないので、早く後継者
にバトンを渡したいと考え始めて又数年が経ってしまいま
した。後を継ぐべき各支部長もまた高齢なのです。
　現状を書くとマイナス面だけになってしまいました。今
は後を引きついでくれる人を探し、なんとか候補者が見つ
かりそうです。
　それにしても他団体の皆様はどんな活動をされている
のでしょうか？色々な障害を持つ人が居て、年齢層も広い
のです。魅力ある会って何をしたら良いのでしょうか。いや
いや地域的な
ことを考えると
先ず集まる為
の足の確保で
す。早く休眠か
らさめたいと願
ってやまない今
日此の頃です。

この欄は、会員団体から地域での活動の様子をご紹介いただき、
会員相互の理解の向上と連帯感を育んでいくことを目的にしています。

会員と共に、できることを一つひとつ
� �三和区身体障害者福祉協会
� 会長　�岩

い わ さ
佐　正

ただし

　三和区は新潟県の南西部、上越市のほぼ中央に位置し、
田んぼが広がるのどかな農村地帯です。
　当会は、現在会員57名で、高齢化により会員数は年々減
少傾向にありますが、評議員（町内の連絡調整）さんの声
掛け等で、今年度は３名の新規加入がありました。
　当会の主な活動の一つに会員研修旅行があります。平成
23年度までは一泊研修旅行でしたが、宿泊を伴うことは
身体的にだんだん難しくなり、平成24年度から日帰り研修
旅行に切り替えました。今年度は平成27年３月に開業す
る北陸新幹線「上越妙高駅」視察を研修旅行の内容に盛り

込みました。駅
の中はまだ工事
中ということも
あり、バスの中
に市の担当が乗
り込む形で外
観を見ながら説
明を受けました。
会員からは、「6
年後の東京オリ
ンピックに、新
幹線に乗ってみ
んなで行きたい
ね」などと、それぞれが思いをはせながらの視察となりま
した。もう一つ、会員が楽しみにしている事業に「ふれ合い
の集い」があります。毎年2月頃に、区内の施設で余興を見
聞きしながら1日楽しく過ごします。研修旅行も、ふれ合い
の集いも、身障会員同士だから気を使わずに過ごすことが
できる、と長年継続されている事業です。
　さて、昨年、区内の体育施設に自動販売機を１台設置し、
区内では既設１台と合わせて２台の支援自販機設置とな
りました。今後の事業推進のための活動資金として、期待
したいものです。
　会の課題や悩みは尽きませんが、これからも会員と共に
できることを一つひとつやっていきたいと思います。

動区 告報地
活
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新潟県障害者スポーツ協会だより

　現在、新潟県内では障害者のスポーツ活動において「地域格差」が課題となっております。
　障害のある方が、楽しく・安全にスポーツを行ううえで欠かせない「指導員の育成」や活動時に使用する「用具の
整備」、スポーツ活動の「場の確保」が課題として挙げられます。

　新潟市内は、いずれにおいて
も比較的恵まれていることから、
上越地区・中越地区・下越地区（新
潟市含まず）、佐渡地区での取り
組みが重要視されています。
　昨年度は佐渡地域で、初級障
がい者スポーツ指導員養成研修
会の実施、用具の整備、巡回ス
ポーツ教室による活動の場の確
保を行い、平成 26年度は上越地
区、平成 27年度は中越・下越地
区で同様の活動を行う予定です。
　現在県内では、障がい者スポー
ツ指導員有資格者約 530 名が、
様々な場面で活躍をされていま
すが、実情は活動率が低く、障
害のある方のニーズに対応しきれ
ていない状況です。今後、指導員
の育成はもちろん、障害のある方
と指導員それぞれのニーズに合っ
た「マッチング」を行い、障害者
スポーツの活性化に繋げたいと考
えております。
　各地域で、指導員の派遣や教
室の開催、用具の貸出等のご希
望がございましたら、ご気軽に当
協会までお問い合わせください。

県内各地での取り組みについて

ご寄附をいただきました
　平成 26年 9月 26 日（金）に、長岡ライオンズクラブ様、長岡悠久ライ
オンズクラブ様、長岡蒼柴ライオンズクラブ様、長岡柏ライオンズクラブ様、
長岡長正ライオンズクラブ様より、寄附金を戴きました。
　県内の障害者スポーツの振興・発展に活用させていただきたいと思いま
す。ありがとうございました。

発行：新潟県障害者スポーツ協会
〒950-0121�
新潟市江南区亀田向陽1-9-1
（新潟ふれ愛プラザ内）

（公財）日本障がい者スポーツ協会公認
初級障がい者スポーツ指導員養成研修会（会場：上越教育プラザ）
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