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～私たち抜きに、私たちのことを決めないで～
　このスローガンのもとで策定された「障害者権利条約」が、本年１月20日に批

ひじゅん

准され、日本は141ヶ国目の
条約締結国となりました。条約は国内の法律より上位に位置づけられるため、条約に反しないように、これまで
障害者基本法が改正され、障害者差別解消法も成立して平成28年４月から施行されます。
　障害を理由とする差別、偏見のない社会、障害があっても不自由なく暮らせる社会を実現するために、様々な
施設や制度、人々の心のバリアをなくす取組みが求められます。障害を持たなければ気づかないことが沢山あり
ますので、障害者団体として障害のある方の声を広く発信するとともに啓発活動に努めてまいります。
　さて、当法人は、平成26年４月から今後５年間にわたる指定管理者として、引き続き障害者交流センター及び
聴覚障害者情報センターの管理、運営に当たることになりました。皆様のご意見、ご要望を踏まえ、職員一丸と
なって取組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
� 会長　本

ほん だ

田　佐
さ と し

敏
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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

平成26年度新潟県障害者交流センター事業のご案内
通年スポーツ教室

教室名 開催日 対　象 定員 内　容
水泳ワンポイント 毎週木曜日 個人利用者（障害者優先） 10

レベルに応じたワンポイントレッスン
アーチェリーワンポイント 第1･3火曜日 身体障害のある人 10
みんなで卓球 第1金曜日 障害のある人 20

基本指導からゲームまでフットサル 第3土曜日 障害のある人 30
バスケットボール 毎週水曜日 知的障害者 30
水中運動 第2･4金曜日 個人利用者（障害者優先） 20 アクアビクス、水中ウォーキング等（12月開始）
みんなでボッチャ 第3火曜日 個人利用者（障害者優先） 15 基本練習、ゲーム交流（12月開始）
初めてのトレーニング 随時 障害のある人 10 トレーニングマシン使用法指導

定期スポーツ教室
教室名 開催時期 回数 対　象 定員 内　容

フライングディスク 4・11月 ４ 障害のある人 20 初心者講習、大会直前レベルアップ練習
ゆったりストレッチ 6～10月 ８ 障害のある人 15 ストレッチ、ヨガ体操
バドミントン 6・7月 ８ 障害のある人 10 バドミントンの基礎と応用、ゲーム等
ウォーキング 6～7月 ２ 障害のある人 15 ポールウォーキング体験
こども水泳 7・8月 ６ 障害のある人（小学生以下） 20 水慣れから25ｍ完泳まで
中高生水泳 9～11月 ６ 障害のある人（中・高生） 20 レベルに応じたスキルアップ
視覚障害者スポーツ 10月 １ 視覚障害者 15 卓球バレー等視覚障害者向けスポーツ
肢体不自由児バスケット 1月 １ 肢体不自由児 15 車いすバスケット体験

文化教室
教室名 開催時期 回数 対　象 定員 内　容

茶道 4・11月 ２ 障害のある人 15 お茶の作法等体験
デジカメ 5～11月 ６ 障害のある人 15 デジカメ基本操作、撮影練習
パソコン 6～11月 ６ 障害のある人 10 ワード・エクセルほか
ハンドセラピー 6月 １ 障害のある人 15 手のツボ、リンパマッサージ体験
使えるアロマテラピー 6～10月 ３ 障害のある人 15 毎回異なるアロマグッズを作成
書道 8・9月 ３ 障害のある人 15 基礎練習、作品制作
夏休み親子創作 8月 ２ 障害児及び支援者 10 個人、共同作品制作
陶芸 9～11月 ３ 障害のある人 10 作品制作、お茶会
粘土細工 10月 １ 障害のある人 20 ﾊｰﾃｨｰｸﾚｲ（紙粘土）を使った作品制作
料理 未定 １ 障害のある人 15 プロから学ぶ料理教室

リハビリテーション教室
教室名 開催日 回数 対　象 定員 内　容

リハビリ健康相談 第1･3木曜日 24 障害のある人 1 ＯＴによるリハビリ相談（要予約）
レクリエーションスポーツ 第4水曜日 12 肢体不自由者 15 各種レクリエーションスポーツ
テーブルゲーム 第2･4土曜日 24 障害のある人及び支援者 15 囲碁、将棋、麻雀、オセロ、トランプ等
臨床美術 6月 １ 障害のある人 10 臨床美術アートプログラム

地域交流事業
催事名 開催日 内　容

第17回ふれ愛さくらまつり 4/20(日) フリマ、屋台、お楽しみステージ等（江南区共催）
トップアスリートふれ愛交流会 6/15(日) 地元トップアスリートとの交流会
第４回囲碁・将棋大会 9/18(木) クラス別リーグ戦
第14回ふれ愛アートチャレンジ 11/15(土)～23(日) 障害者芸術文化祭との合同作品展示会
プロムナードコンサート 土日祝12:00～13:00 ホールコンサート（申込自由）
※教室の申込受付は、開催予定日の１カ月前頃から開始します。詳しくはお電話かホームページでご確認ください。

新潟県障害者交流センター 検索
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新潟県聴覚障害者
情報センター 情報センターだより

きこえの相談日
開催日� 毎月第1水曜日
　　　　（5月のみ第2水曜日）
時　間� 13：30～15：00
対　象� どなたでも
場　所� 新潟県聴覚障害者
� 情報センター　相談室
＊�聞こえや補聴器に関する事を
無料で相談出来ます。

ふれ愛さくらまつり
～ふれ愛シアター～

開催日� 平成26年4月2０日（日）
時　間� 10：00～14：00
会　場� 新潟ふれ愛プラザ　　
� 1階　交流ホール
内　容� 聴覚障害者用字幕付
� 録画物の上映

�こんにちは。２月から新潟県聴覚障害者情報センターに事
務員として勤務させていただいております湯澤と申します。
勤務を始めて２か月が過ぎますが、今までずっとのんびり
していた脳細胞をフル活動させて、新しいことを覚えよう
と毎日悪戦苦闘しております。　趣味の茶道に「一期一会」
という言葉がありますが、「ひとつひとつの出会いを大切に」
を心がけて、みなさんと素敵な時間を共有できればと思っ
ております。よろしくお願いします。湯

ゆざわ

澤　絵
え り こ

里子

平成 26年度　新潟県聴覚障害者情報センター　年間事業計画
事　業　名 開催月（予定） 回数 内　　容（予定）

情
報
提
供
事
業

録画物自主制作 通年 随時 聴覚障害者用字幕付録画物の制作・ＣＳ放送への映像提供
動画配信

センター映像ライブラリー 通年 随時 聴覚障害者用字幕付録画物の貸出
新潟聾学校巡回映像ライブラリー 通年 6 出前映像ライブラリー
長岡聾学校巡回映像ライブラリー 通年 6 出前映像ライブラリー

地域常設映像ライブラリー 通年 随時 豊栄交流プラザクローバー・障害児（者）相談支援センターかなや
上越市福祉交流プラザ・あさひ共同作業所に常設

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

支
援
事
業

情報伝達機器の貸出 通年 随時 プロジェクター・スクリーン・パソコン・OHC・無線端末機等の貸出
ステップアップ手話講座 9・12月 2 日本手話についての学習会等
ステップアップ要約筆記講座 5月 1 六度法

初心者手話教室 10月 5 聞えない人の生活や手話について講義
挨拶や地名・指文字等の実技

手話の茶の間 8・12月 2 手話等を使ったレクリエーションや交流

移動情報センター 未定 1 県内を巡回（開催地未定）
字幕付き映像ライブラリー上映や貸出・手話学習・相談等

盲ろう者向け通訳・介助員研修事業 未定 適宜 盲ろう者向け通訳・介助員現任者研修
盲ろう者生活訓練事業 6・10月 2 運動や防災等に関する教室・講座

相
談

事
業

聴覚障害者生活相談 通年 随時 日常生活・福祉制度・医療・コミュニケーション等の相談

きこえの相談日 毎月第１水曜日
(5月のみ第2水曜日) 12 聞こえや補聴器に関する事の相談

文
化
等
活
動

支
援
事
業

講演会 11月 1 未定
文化教室 6・9・10月 3 パソコン教室等
IT講習会 ７・８月 2 IOSとアンドロイドの基本
スポーツ教室 11月 2 新潟聾学校出張スポーツ教室

地
域
交
流

事
業

ふれ愛さくらまつり ふれ愛シアター 4月20日 1 字幕付録画物視聴会
ふれ愛の集い
ふれ愛シアター・きこえの相談会 11月23日 1 字幕付録画物視聴会、きこえ・補聴器の相談会

視聴会 障害者週間イベント 11月15日～11月23日 1 字幕付録画物視聴会
広報
啓発 利用団体・利用者懇談会 12月 1 事業報告・意見交換等

※開催月・内容は予定です。都合により変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※各教室・講座等は開催日の約 1 ヶ月前よりホームページ等でご案内します。

開館時間のお知らせ 平成26年４月から開館時間が下記の
ようになります。

日 開館時間

毎　日
（休館日を除く） ９：００～１７：００

休館日 月曜日・祝祭日の翌日・年末年始（12月29日～1月3日）
※ 閉館後のビデオや DVD の返却は、情報センター入口に設置の「返却箱」を

ご利用ください。また、教室等の申込書も設置の返却箱で受け付けます。

職員紹介
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にいがた

社会参加推進センターだより
TEL・FAX 025-383-3654 http://suishin.n-fureaiplaza.com/ suishin@n-fureaiplaza.comURL MAIL

障害者１１０番
障害のある方の人権や財産権等を擁護するために、障害者自身又は家族等の相
談に対し、常設の相談窓口で助言を行うほか、相談の内容に応じて弁護士等に
よる専門相談を行っています。相談は無料です。秘密は固く守られます。

相談専用電話
ＦＡＸ

０２５-３８１-０１１０
０２５-３８３-３６５４

・年末年始を除き、年間（土・日曜日、祝祭日を含む）を通じ
て開設しています。
・開設時間は午前10時から午後３時まで、他の時間は
留守電対応としています。

～１人で悩まずにご相談ください～

（受付時間１０：００～１５：００）

　去る３月18日（火）、新潟ふれ愛プラザにおいて三障害18団体19名の参加
を得て、第２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、新潟県弁護士会所属の辻

つじ

澤
さわ

広
ひ ろ こ

子弁護士より「障害者差別解消
法・障害者雇用促進法について－差別的取扱の禁止と合理的配慮の不提供の
禁止－」をテーマにご講演いただきました。昨年６月に障害者差別解消法が
制定され、タイムリーなテーマであっただけに、会議出席者は、真剣な面持ち
で聞き入っておられました。特に、障害者差別解消法は損害賠償請求権、契約
の無効等の私法上の効果については規定していないので、民法等の一般規定
に従い個々の事案に応じて判断されるが、司法で判断する際に、この法律の
規定が大きな拠り所になるという説明にうなずいておられました。
　その後、新潟県福祉保健部障害福祉課より「平成26年度障害者の社会参
加を推進する事業概要」につい
て説明があり、続いて、推進セン
ター事務局より「平成25年度社
会参加推進センター事業実施状
況」について報告がなされまし
た。最後に、三障害団体間で意見
交換が行われ有意義な会議とな
りました。　

社会参加推進協議会が開催されました 障害者に関するマーク

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助
犬、聴導犬のことを言います。「身体
障害者補助犬法」が施行され、現在で
は公共の施設や交通機関はもちろん、
デパートやスーパー、ホテル、レスト
ランなどの民間施設でも身体障害者補
助犬が同伴できるようになりました。
補助犬はペットではありません。体の
不自由な方の、体の一部となって働い
ています。
� （内閣府ホームページ参照）

街で見かける障害者に関するマーク
を紹介します。皆様の御理解と御協力
をお願いいたします。

補
助
犬
マ
ー
ク

相談内容（例）
●障害年金を受給
できるだろうか。

●一人で生活する
のが不自由にな
ってきた。

●障害がだんだん重く
なってきた、不安だ。

●近所の人から疎外され
ているような気がする。

●同じ障害のあ
る人と仲間作
りをしたい。

●言葉巧みに高額商品を
買わされ困っている。

●障害を理由に職場で差
別待遇を受けている。

●子供の将来のため、
成年後見制度につ
いて知りたい。

●施設利用中に
財産を処分さ
れてしまった。●障害を理由に離

婚話が出ている。

・弁護士による法律相談を実施し、弁護士が直接、相談者
の支援にあたっています。（第１、３、４水曜日午後、事前
予約制です。）
・年３回、地域に出向いて専門相談会を実施しています。

法律相談

相談内容（例）

一般相談
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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。

　本会は人生の途中で失聴した人や、さまざまの原因で
聞こえにくくなった難聴者の会です。高齢社会に入り、
全国で難聴者は一千万人いると言われています。自身の
障害を認知することが難しいためか、会員が増えず新潟
県の会員数は現在65名です。
　人間として生きていくために大切な人とのコミュニケ
ーションができない障害でありながら、外見上障害は見
えず、話もできるため「聞こえない・聞こえにくいこと
から生ずる困難さ」をなかなか理解してもらえません。
そのため、自らの殻に閉じこもりがちになり、「孤独
感」を感じている人も少なくないでしょう。こうした悩
みを解消しようと、私たちは定例会、学習会、旅行など
行い、交流・親睦を深めると共に、中途失聴・難聴者の
福祉の増進に努力を重ねています。この私たちの活動を
支えてくれているのが要約筆記者です。
「要約筆記」とは、手話ができない聴覚障害者に話し手
の話を聞き、その場で素早くわかりやすく要約し、文字
で伝える通訳のことです。コミュニケーションが難しい
聴覚障害者にとって重要なコミュニケーション保障の方
法です。
　また、全国の市町村の地域支援事業の意思疎通支援事
業として、要約筆記者派遣制度があります。私たちはこ
の制度を利用して病院受診や地域の自治会、冠婚葬祭、
学校のPTA、協会の会議、講演会などの社会参加をして
います。そして聞こえなくとも一般の人と同じに生活で
きるよう、要約筆記者と共に聞こえの保障を求めて活動
をしています。
　社会の中には聞こえないため、引っ込みがちになって
いる人がまだまだ多くいると思います。私たちは要約筆
記者の支援で、同障の仲間と気がねなく楽しく活動して

います。どうぞ、周りに聞こえ
の不自由な方がいたら難聴者協
会を紹介してあげてください。

手を取りあってみんな笑顔に！

連絡先 連絡先
新潟県中途失聴・難聴者協会事務局

〒950-0125　新潟市江南区亀田新明町2-4-5
FAX　025-382-5684��メール：e-rose@post.email.ne.jp

医療法人�立川メディカルセンター　茨内地域生活支援センター
〒945-1341　新潟県柏崎市大字茨目1260-1

TEL・FAX　0257-22-1215

よりよいコミュニケーション支援を求めて
（要約筆記者と共に）

 新潟県中途失聴・難聴者協会

� 会長　大
おおにし

西　邦
くにこ

子

　柏崎・刈羽地域では、障害者、ボランティア、市民が
参加する料理交流会が毎月開かれています。この料理交
流会は自立支援協議会のワーキングにおいてボランティ
アと障害者が交流した時に、障害者の「料理を習いたい」
という希望をうけ平成25年９月にスタートしました。
　初めは障害者とボランティアさんが中心の10人程度
の小さなグループでしたが、半年たった今は一般の市民
も参加するようになり30人位の大きな交流会に育ちま
した。
　メニューはみんな大好きなハンバーグに始まり、料理
の基本が学べるカレーライスや、クリスマスに合わせた
カラフルな手まり寿司といった変わり種？メニューなど
色々作りました。
　参加している皆さんからは「出会いの場としてすごく
貴重」「楽しく話しながら料理を覚えられるから良い」
などの感想が聞かれています。参加者が増えてきた今で
は、「もっと違う趣味の集まりも作れたらいいね」とい
う声が聞こえてきます。
　そういった障害者と市民がふつうに交流できる機会が
増えると良いと思います。
　自立支援協議会の地域で暮らすワーキングでは、2年
前から『地域に出ようキャンペーン』に取り組んでいま
す。障害者が地域のイベント等に積極的に出かける企画
です。安心して出かける先を支援者が用意したり同伴す
ることは大事な役割だと思います。そして、いつか支援
者がいなくなっても、地域で障害があってもなくてもお
互いに支え合う地域になることを目指しています。

� 医療法人�立川メディカルセンター
� 茨内地域生活支援センター
� 相談支援専門員　今

いまい

井　和
かずき

貴

新潟県精神障害者社会復帰施設協議会の
社会参加推進活動について

 新潟県精神障害者社会復帰施設協議会
� 会長　椛

かばさわ

沢　和
かずよし

義
　新潟県精神障害者社会復帰施設協議会は、新潟県内の精
神障害者社会参加推進を目的に組織された団体です。今回
は、会員施設で柏崎市にある茨内地域生活支援センターを
ご紹介します。

蕗ふ
き
や
こ
う
じ

谷
虹
児
記
念
館 調理場風景 食事風景
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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

（公益自主事業）

ジパング倶楽部「特別会員」
年会費改定（お知らせ）

　４月１日から消費税が８％に増率されたことに伴い
年会費が改定されました。皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。
　新規、更新、一般からの切替� 1,350円
　会員手帳の再発行� 620円

ジパング倶楽部特別会員制度
～電車に乗って楽しい旅を～

１．入会できる方
　�　身体障害者手帳を所持する満６０歳以上の男性およ
び満５５歳以上の女性の方

２．会員の特典
　�　特急券等を2～3割引で買うことができます。�第1種
障害者の介護者の方が同時に買う場合も、特急券等が
割引になります。
　�　割引率は入会した初年度は最初の3枚が2割引、4枚
目から20枚目は3割引となります。更新会員（２年目か
ら）は20枚とも3割引です。

３．入会の手続き
　　①入会申込書（事務局にあります）
　　②身体障害者手帳の写し
　　③会費1,350円　
　�　遠方からの手続きは、必要書類①②と会費1,350円
を郵便局発行の定額小為替にして郵送してください。
　�　一般会員からの切替もできますのでお問合せください。
４．問合せ・申込み
　　社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合会
　　電話　�025-381-1474　FAX　025-381-1478
　　http://kenshinren.n-fureaiplaza.com/zipangclub

平成26年度公益自主事業運営計画
１　運営方針
　本年１月20日、障害者権利条約が批准されました。全て
の国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相
互に人格と個性を尊重する「共生社会」の実現に向けて、
広く障害や障害者に対する理解を深める啓発活動に取り組
むとともに、障害者福祉の更なる充実を図るために日本身
体障害者団体連合会をはじめ他の障害者団体と連携して取
り組んでいきます。
　地域の福祉向上に努めてきた障害者団体は、会員の高齢
化や新規加入の困難さに伴う会員数の減少、後継者問題
等々多くの課題を抱えています。当連合会は、会員や賛助
会員の拡大に努力している団体の取り組みを支援するとと
もに、団体の存在をアピールし、会員や賛助会員の新規加
入につながる活動に積極的に取り組んでいきます。
　当連合会も、障害者団体の会員数の減少や解散、活動休
止等に伴う地域団体からの会費の減少、及び収益事業所と
連携して実施している物品販売等の自主財源の減少等によ
り厳しい財政運営を行っています。今後、大きな増加を見
込むことは非常に困難と言わざるを得ない状況にありますが、

引き続き、収入の増加に向けて地道に取り組んでいきます。
公益自主事業は独立採算で運営されていますので、「入

い

る
を量りて出

い

ずるを制す」の故事に習い収入額に応じた堅実
な運営を継続していく必要があります。そのため、現在実
施している事業についても、今後、例年並み実施ではなく
ゼロ・ベースで見直しを図り、収入に見合う事務量に軽減
することを検討していきます。

２　重点的に取り組む事項
(1)�会員の加入促進、後継者の育成
(2)�自主財源確保に向けた積極的な取り組み（物品販売に

おける「一人もう一品運動」の推進等）
(3)�連合会実施事業の抜本的な見直し検討

開催日変更
　例年、11月に開催していました「プラザふれあい交流会
（囲碁・将棋大会）」は、９月18日（木）新潟ふれ愛プラザ
において開催します。奮

ふる

ってご参加ください。

� 小千谷市身体障害者団体連合会

� 賛助会員　佐
さとう

藤トシエ
　主人が他界し、今私は一人になり、誰もいな
いことは、何をするにも面倒くさくなり毎日の
食事さえ手抜きをしたりして居ました。そんな
時、同じ地区の長谷川さんに誘われてこの会に
入れて頂いてから、早いものでもう十数年にな

るのかな・・・月日の過ぎるのが、あまりにも早くびっくりし
ています。そしてあの楽しかった運動会、声をはり上げて応援
したり、又一緒に走り学生時代にかえったような楽しい一日、
一コマが、今でも目をとじればはっきりと思い出されます。あ
の頃に一緒に走った友が、一人去り二人去り今は心にポッカリ
穴があいたようです。月日の経つのは早いもので今は、ふれあ
いミュージック、新年会を始め、春は花見、一日研修、家族大
会、忘年会など、本当に楽しく仲間になれて本当に楽しかった
です。私にとって一生の宝です。本当にありがとうございまし
た。又これからも笑顔をたやさず元気にがんばって行こうと思
います。元日、新聞の投書に「カキクケコ」で元気に長生きし
たいとありました。バランスの良い食事、運動、休養、健康の
原則を守り元気で長生きをしたいと願っています。そしていく
つになっても若々しく輝いて見える年寄りでいられる様に心が
けています。
　次に「カキクケコ」を心がけるようにしましょう。
「カ」�は感動、日本人の表情が乏しいのは感動が少な過ぎるか

らだそうです。
「キ」は緊張感の喪失が原因だそうです。
「ク」はくつろぎ、緊張の後は自分の時間を大切にしたいもの。
「ケ」�は決断力、何でも「YES」ではなく時に「ＮＯ」と言え

る判断と意思の力を。
「コ」�は好奇心、常に「何でも見てやろう」そして「何でもやっ

てやろう」と言う気持ちを続ける様に心がけて、毎日楽し
く皆さんの手となり足となって楽しく生きて行きます。

投稿
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少ない会員でも元気に楽しく！
� 小千谷市身体障害者団体連合会
� 会長　佐

さ と う

藤　敏
と し お

雄
　当連合会は、一
般身障（肢体）（約
6 0名）、視覚障
害者福祉協会（9
名）、手をつなぐ育
成会（約30名）、
ろうあ者協会（19
名）、腎友会（約
20名）の五団体で

やって居ります。新会員の入会者が少なく、みなさん高
齢者で年々亡くなって行く人が多いので会員も減って居
ります。すべての会合も出席者が少ないため、上記五団
体の共催でやって居ります。主に一般身障（肢体）が主
体となって活動して居ります。
　新会員の募集はし
ているのですが、入
会する方が中々ない
です。今年も少ない
会員の中で、元気に
楽しくやって行きま
すので宜しくお願い
致します。

[平成25年度活動報告]
４月３日　　　会計監査
４月26日　　　役員総会
４月22日　　　小千谷市社会福祉協議会　評議員会
５月16日
　～17日

　　　�研修（花見一泊旅行　寺泊河川敷、弥彦
バラ園見学）

５月31日　　　小千谷市社会福祉協議会　総会
６月26日　　　一日研修（健康づくりハイキング）
７月７日　　　研修会（山古志闘牛見学）
７月10日　　　役員会
11月21日　�  県身体障害者団体連合会(囲碁、将棋大会)
12月６日　　　研修会、忘年会（紅葉を見る）
12月19日　　 小千谷市社会福祉協議会　評議員会
26年1月15日　役員会
３月15日　　　研修会（役員会・新年会）
その他、県身連の行事に参加して居ります。

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。

会員の絆と地域のふれあいを大切に
� 聖籠町身体障害者団体福祉会

� �会長　�加
かと う

藤マリ子
　聖籠町身体障害者団体福祉会は、初代より男性会長が続
きましたが、今回初の女性会長ということで責任を感じて
おります。
　会員同士が気軽に交流ができる場所になるように、四苦
八苦しながらも、会員のみな様の協力をいただきながら頑
張っています。
　年間行事として、５月の総会から始まり、花見、視察研修
旅行、カラオケ交流会、忘年会、新年会と２ヶ月に１回は集
まって活動しています。また、第一地区との交流会にも参

加していますが、
参加人数は年々
減少しています。
　新しい活動と
しては、今まで
会員同士のみで
販売していたお
茶を、杉の子の
家パン工房｢き

ずな｣の場所を
借りて販売させ
てもらうことに
なりました。身体
障害者団体福祉
会の存在を知っ
ていただきなが
ら、地域の方とふ
れあいができる活動として毎年続けていきたいと思ってい
ます。
　また、２年前から地区公民館に自動販売機を１台設置し
ていますが売り上げが少なく、団体活動の収入源としては
とても少額です。町の新しい図書館に自動販売機１台を設
置できるようにお願いしているところです。（願いが叶えば
良いけど難しいかな(^^)/~~~）
　聖籠町身体障害者団体会員は、高齢になり減っていくば
かりです。
　今後、新しい会員の加入を増やすために、また若い会員に
興味を持ってもらえるような活動を考えていきたいと思っ
ています。
　そしてこれからも地域とのつながりを大切にしていきた
いと思っています。

動区 告報地
活
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TEL FAX

　JAバンク新潟県信連様より、社会貢献事業の一環として、Jリーグで活躍するアルビ
レックス新潟ホームゲームシーズンパスを戴きました。
　アルビレックス新潟の試合を通じ、障
害のある方々の余暇活動の充実と、県内
の障害者スポーツの普及の一助なるよ
う、県内各地の皆様に観戦に行っていた
だきたいとのことでした。
　今シーズンにつきましては、全県の障害
者施設や特別支援学校等を中心に、チ
ケットをご利用いただきますので、観覧を
ご希望される場合は、当協会までお問い
合わせください。

アルビレックス新潟ホームゲーム
� シーズンパスをいただきました

025-383-3610 025-381-1478 http://sports.n-fureaiplaza.com/ sports@n-fureaiplaza.comURL MAIL

新潟県障害者スポーツ協会だより

　県内各地での障害者スポーツ振興の地域間格差を解消
するため、平成 25年度の普及重点地域を “佐渡地域 ”と
定めて、「スポーツ教室」「スポーツ大会」「支援者向け講習」
を障害のある方や施設等の関係者、地域住民を対象に開催
することで障害者理解を広めることを目的として実施しま
した。
　「スポーツ教室」では、ボッチャやフライングディスク、
卓球バレー、風船バレーなどを行い、約70名の方にご参加
いただきました。今まで行ったことのない種目もあり、
楽しんでもらえた様子でした。
　「スポーツ大会」では 10月だというのに 30℃を超える
熱い中、約 120 名の参加者がアキュラシー、ディスタンス、
団体対抗戦を行いました。試合ではありましたが、笑い声
の絶えない楽しい大会となりました。
　「支援者向け講習」には障害者施設職員、スポーツ推進員、
福祉専門学校の学生等 28名の方にご参加いただき、実際
に様々なスポーツ・レクリエーションや障害者スポーツの
基礎講座など、佐渡地域の障害者スポーツの活性化を図る
ために学んでいただきました。

　また、3月には障害者スポー
ツ指導者研修会を開催し、約
30名の方が新たに初級スポー
ツ指導員として誕生いたしま
した。みなさん、これからよ
ろしくお願いいたします！

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）
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佐渡島障害者スポーツ活性化事業を実施しました


