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謹んで新春のお慶びを
申し上げます

� 社会福祉法人　新潟県身体障害者団体連合会
理事長　立　川　厚太郎
（新潟県障害者スポーツ協会会長）

　皆様、新年明けましておめでとうございます。心
新たに新元号令和で初めてのお正月を迎えられたこ
とを心よりお慶び申し上げます。又、昨年は多大な
るご理解ご支援を賜ったこと深く感謝申し上げま
す。
　昨年９月は「国民文化祭」「全国障害者芸術文化祭」
が本県で開催され、開会式出席などのために天皇皇
后両陛下が来県されました。翌
日に当プラザを御訪問いただ
き、リハビリ訓練の様子や地元
の高校生と特別支援学校の生
徒らによる大凧づくりなどの
様子を御覧いただきました。
　本年８月に開催される「東京
オリンピック・パラリンピッ
ク」に向けましては、本県出身
のパラアスリートの支援とと
もに、様々な市町村地域でも誰
もがスポーツを楽しみ、挑戦で
きる環境が整備されるよう精
一杯取り組んでまいります。

　障害のある方々の文化・芸術活動やスポーツ・レ
クリエーション活動を推進していくことは、障害の
有無に左右されることのない共生社会の実現に直結
するものであり、新たに迎えます令和２年におきま
しては、県内の障害のある方々の文化・芸術・スポー
ツ活動の中核施設である「新潟ふれ愛プラザ」の関
係者一同が、「障害のある人と共にあるプラザ」「ひ
とつのプラザ・支える仲間と共にあるプラザ」「地
域・故郷新潟と共にあるプラザ」の合言葉のもとに、
責任と誇りを持って業務を遂行し、利用者の皆様方
のニーズに的確に対応できる施設運営と各種の事業
実施に努めてまいりますので、引き続きご理解とご
協力を賜りますようお願い申し上げ、年頭のご挨拶
とさせていただきます。
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天皇皇后両陛下御訪問
　令和元年９月16日、第34回国民文化祭と第19回全国障害者芸術・文化祭へのご出席のため、即位後初めて

本県を訪問されました。翌17日に当新潟ふれ愛プラザにお越しいただき、リハビリトレーニング室での訓練

や体育館で行った障がいのある人とない人が一緒に大凧を作るプロジェクトなどの様子を御覧いただきました。

　限られた時間のなかで、参加者お一人おひとりに心温まるお声がけを賜り、一同深い感銘を受けるとともに、

今後の大きな励みとなりました。

　両陛下にお越しいただき、お言葉を賜る機会に恵まれました光栄に感謝いたしますとともに、両陛下の益々

の御健勝と皇室の御弥栄を心よりお祈りいたします。 （交流センター所長　丸田徹（先導係））

木村 弘美（視障協理事長、盲導犬ユーザー）
　最後のお見送りの際、両陛下から盲導犬との暮らしなどについてやさしいお言葉をおかけいただき、感激と同時
にこれからの励みになりました。

吉田 智代子（県身連、総務）
　両陛下の安泰としたお姿と穏やかな美しい笑顔は神 し々く崇高でとても感激しました。貴重な経験をさせていた
だき感謝です。

渡辺 麻衣子（県身連、エレベーター操作係）
　両陛下がエレベーターからお降りの際、私の方を振り向かれ「どうもありがとう」とお言葉をかけていただいたこ
とが嬉しかったです。

佐藤 有紀（県身連、給茶係）
　御休所に入室した際、両陛下が寄り添いながらプラザの資料を御覧になられていた姿が印象的でした。

秋葉 志帆（県身連、給茶係）
　皇后様から「普段はどのようなお仕事をされているのですか」とお声がけいただいた事が一生の思い出です。

プラザ到着直後、お迎えに集った方々に御手を振る両陛下 リハビリセンターのリハビリの様子を御覧になりました

白根大凧プロジェクトに参加した方々に
お言葉をかけられました

24 畳分の大きさがある白根大凧全景 白根大凧制作風景

感想ひとこと

（写真：新潟県提供）
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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

クリスマスイベントが行われました

　12月14日（土）、からだをつかってあ・そ・ぼ教室でク
リスマス会を開催しました！参加した子どもたちはサ
ンタの帽子姿で、リズム体操や、プレゼント運びゲーム
などで楽しくからだを動かしました♪
　そして、良い子にしていたみんなの所にサプライズ
でサンタさんが登場し、一人ひとりにプレゼントが配
られました。
　最後はサンタさんと一緒にキャンドルアートを作り、
大盛り上がりのクリスマス会となりました！� （横野）

　生命保険協会新潟県協会様より、この度車いす（ス
タンダード型5台）をご寄贈いただきました。プラザ内
で有効に活用させていただきたいと思います。協会員
の皆様の心温まるご寄付に心より御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。

(一社)生命保険協会 新潟県協会様より車いす５台をご寄贈いただきました

からだをつかってあ･そ･ぼ
クリスマス会♪

　12月８日（日）、手話ソング教室とアカペラ教室の合同
イベントとなるクリスマスコンサートを開催しました。各
教室とも日頃の練習の成果を大勢の観客の前で披露する
ことができました。最後は「星に願いを」をアカペラ教室
の歌声にのせ、手話ソング教室が表現するコラボ曲で幕
を閉じました。あたたかい音楽とマジックショーのある、
楽しくアットホームなクリスマスコンサートとなりまし
た。� （伊藤・浅間）

令和2年4月1日より、ふれ愛プラザ敷地内での喫煙を禁止といたします。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願いします。

クリスマスコンサート開催

努力の成果で会場が一つになりました！きれいなキャンドルアートができました！

12/10 贈呈式で車いすを贈呈される生命
保険協会新潟県協会の池上茂樹会長（右）
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TEL FAX

★音声以外による通報システムについてのご案内★

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

「令和元年度聴覚障害者向けソフト制作担当職員研修会」に参加してきました。
　令和元年11月13日（水）から15日（金）まで、岩手県視聴覚障がい者情報センターで「令和元年度聴
覚障害者向けソフト制作担当職員研修会」が開催されました。
　初日は㈱プラスヴォイス代表取締役社長　三浦宏之氏より「電話リレーサービスの取り組み」と、筑波
技術大学　大杉豊氏による大学での授業進行についての講演。メディア委員会から電話リレーサービスに
ついて、安倍首相がサービスは公共インフラであるとの参議院予算委員会での答弁により急速に制度化の
準備が進み、令和３年のサービス開始を目標としていると報告がありました。
　２日目のワークショップでは基礎・応用コースに分かれ手話単語の撮影・編集を行いました。
　またカメラの詳細設定と照明技術について説明があり、場面ごとのホワイトバランス記憶設定。内臓マ
イクと外部入力の各使用用途の説明。またブルー（グリーン）バック紙の代替えとしてプロジェクターを
使用するなどの応用技術の説明がありました。

きこえの相談 巡回映像
ライブラリー

１月８日（水）
２月５日（水）
３月４日（水）

聴覚障害者情報センター相談室
13時30分～15時

新潟聾学校 １月21日（火）
　　　　　 ２月18日（火）
長岡聾学校 １月22日（水）
　　　　　 ２月19日（水）

聴覚や言語に障がいのある方など音声による通報が困難な方への通報システムです。
事前登録が必要です。利用料は無料ですが、通信料は別途必要です。

事件・事故が
起きたら
110 番アプリ
（警察）

【登録方法】
iPhone→AppStore、Android→GooglePlayで、�「110番アプリ」を検索し、ダウンロー
ドをする。アプリを開き、「事前登録 /変更ボタン」をタップし、通報者情報の事前登録
をする。
※設定したパスワードは通報の際に使うので忘れないでください。

海での事件・
事故が起きたら
NET118
（海上）

【登録方法】

⬅  ＱＲコードを読み取る、もしくは entry@net118.jp を直接あて先
に入力し、空メールを送信する。登録用メールが届いたら、案内さ
れる手順に従い事前登録をする。
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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

「第３４回 国民文化祭・にいがた２０１９」
「第１９回 全国障害者芸術・文化祭にいがた大会」いかがでしたか♪

　記念すべき新元号“令和”初めての秋、国内最大の文化の祭典「国民文化祭」「全国障害者芸術・文化祭」が新潟県で
初めて開催されました。『文化の丁字路～西と東が出会う新潟～』をテーマに77日間、県内様々な場所で文化イベント
が行われました。今回は「第19回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会」で行われたイベントをいくつかご紹介してい
きます。

令和２年「全国障害者芸術・文化祭」は宮崎県で１０月１７日～１２月６日に開催されます。

●つくる いきる はじける ふっとつ障害者アート！
（会場：万代シテイＢＰ２、新潟三越）

　障害がありながら、芸術活動を行っている作家のアート作品を全国
から集め展示していました。キャンバスいっぱいに広がる色鮮やかで
ダイナミックな絵や、繊細さ溢れるオブジェなどが飾られていまし
た。県外の作家作品が展示されている中、特に新潟出身の作家による、
大きなガラス壁にペイントされた作品には目を見張るものがありま
した。

●障害者アートフェスティバル～芸術作品全国公募展～（会場：新潟県民会館　ギャラリーＡ・Ｂ）
　全国から 473点の美術作品が会場に飾られました。「新潟県障害
者芸術文化祭」美術作品展へ、毎年参加いただいている方々の作品
も多く展示されていまし
た。心のこもった力作がず
らりと並び、来場者も楽し
めたことでしょう。文芸作
品は 132 点もの作品が一
冊の作品集となり、会場で
配布されていました。

　今年も素敵な作品をたくさん拝見できて、とても嬉しかったです。

●文化ふっとつ！ステージショー（会場：新潟県民会館　小ホール）
　「新潟県障害者芸術文化祭」ステージ発表は、全国から応募があった総勢20組の出演者による「文化ふっとつ！
ステージショー」に網羅され盛大に開催されました。心に響く素敵な歌唱、ステージいっぱいに使った迫力の

あるダンス、荒々しい太鼓や懐かしいハーモニカの音色など会場
に響き渡りました。会場には鑑賞支援機器が用意され、その中か
ら聴覚支援機器「ＳＯＵＮＤ�ＨＵＧ（サウンドハグ）」を体験し
ました。バスケットボールほどの大きさの球体を抱きかかえるこ
とで、音楽を振動と光で感じることができるものです。とても素
敵な支援機器だと体感しました。障害のある人もない人も一緒に
楽しめるツールの１つとして、これからも素晴らしい支援機器の
開発が進むよう期待したいです。

個性豊かな美術作品が多数展示

ガラスに阿賀町の狐の嫁入り行列をモチーフに
描いた作品

力強い書道作品の数々

「夢にむかって未来へはばたけ !!」と感動の
ハーモニー
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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）

　去る７月18日（木）新潟岩室温泉ゆもとやにおいて、県内各地より会員など約100名の参集のもと、「第52回新潟
県身体障害者福祉大会」が盛大に行われました。
　式典では、主催者あいさつの後、功労者２名、結婚30年以上夫又は妻が障害者３名の方々に県身連代議員会会長か
ら表彰状が授与されました。
　続いて、新潟県知事、新潟県議会議長、新潟県社会福祉協議会長からの来賓祝辞をいただいた後、受賞者を代表し
て五泉市の松

まつざわ

沢国
くに

三
みつ

様が謝辞を述べられました。
　その後、大会宣言案は参加者の多くの拍手をもって採択され、閉会しました。

第52回新潟県身体障害者福祉大会

去る７月18日（木）、19日（金）新潟岩室温泉ゆもとやにおいて新潟県身体障害者
福祉大会終了後、「令和元年度地域団体研修会・会員総会」が開催されました。
研修会では、ウルトラマラソンランナーで新潟県障害者交流センター指導員の永

な が た

田
務
つとむ

氏(36)より「障害と向き合い乗り越えて、今」をテーマにご講演をいただきました。
９年前に陸上の長距離選手として実業団で活躍中に、不慮の事故で右腕に大きな障
害を負い、先の見えない治療とリハビリで心身ともにマイナスの状態となった時の様
子や、障害を負うことで気づいた「走る」ことへの飽くなき思い、地道なトレーニン
グを経て２年半後のサロマ湖100㎞ウルトラマラソンでの復活、そして、いま見えて
きた新しい道とは何か、当時を振り返りながらお話をいただき、多くの皆様から共感
をいただきました。
次に、会員総会では、代議員会において審議、決定した平成30年度決算並びに平
成31年度収支予算等について地域団体長等に報告し、懸案事項等について参加者か
ら活発な意見交換が行なわれました。
昨年に引き続き、今年度も情報交換会として一泊研修会を実施しましたが、参加さ
れた皆さんは、他地区の方との交流を深め有意義な時間を過ごされていました。

令和元年度地域団体研修会・会員総会

【夫又は妻が障害者】

　　林
はやし

　　楊
よう

子
こ

　（五泉市）

　　松
まつ

沢
ざわ

国
くに

三
みつ

　（五泉市）

　　藤
ふじ

井
い

義
よし

大
ひろ

　（上越市）
（敬称略）

受賞者一覧

　今年度も公益自主事業は、代議員会で協議を重ね、会員の皆さまと様々な事業を展開してまいりました。各事業に
ついては以下のとおりです。
　なお、次年度以降の事業は、平成30年度及び令和元年度の実施結果について会員の皆さまからのご意見をもとに
代議員会で検討をし、実施してまいります。

旗
はた

野
の

園
その

子
こ

　（阿賀野市）

髙
たか

橋
はし

義
よし

信
のぶ

　（南魚沼市）

大会宣言の様子

大 会 決 議
一、ユニバーサルデザイン2020行動計画の完全実施を求めよう
一、会員の拡大と関係機関との連携・強化により組織活動の拡充を図ろう
　令和元年7月18日 　　
 第52回新潟県身体障害者福祉大会

功　労　者

結婚30年以上の者

会員総会

研修会
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　去る９月８日（日）新潟ふれ愛プラザにおいて、第29回ミュージックふれあい交流会が開催されました。
　この交流会は各地区から推薦された28組の出場者が優勝を目指して歌唱などを披露し、優勝を競います。
　皆さん日頃の練習の成果を思う存分発揮し、ご自慢ののどを披露しました。
　会場には今年も200名を超す多くの聴衆が集まりました。

　今年の審査は、例年以上に甲乙つけがたく審査が難航しました。
　そんな中で見事、優勝を果たされたのは、伸びのある高音ボイスで熱唱された柏崎市の
小
おがわ

川孝
たか

幸
ゆき

さんです。小川さんには、新潟県知事賞が贈られました。
　年々、出場者だけでなく応援も各団体で趣向を凝らした演出が多く見られ、出場者・参加
者ともに活気溢れる交流会となりました。
　第２部アトラクションでは、新潟市を中心に
活躍されている熊

くまだ

田美
み や こ

也子さんと坂
さか

井
い

加
か な

納さん
による「ヴァイオリンとピアノのアンサンブ
ル」が披露されました。お二人の心地よい生演
奏で、参加者の皆さんは癒しのひとときを過ご
されていました。

第29回ミュージックふれあい交流会

　１０月３１日（木）新潟ふれ愛プラザにおいて、第９回プラザふれあい交流会（囲碁・
将棋大会）が、新潟市身体障害者福祉協会連合会、新潟県障害者交流センターとの
共催で開催されました。
　大会には、囲碁１８名、将棋１０名の方々が参加して熱戦を繰り広げました。
　結果は以下のとおりです。

第9回プラザふれあい交流会(囲碁・将棋大会）

【囲碁の部】
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【将棋の部】
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� （敬称略）

　去る10月2日（水）、3日（木）、新潟市中央区のホテル日航新潟において、日本身体障害
者団体連合会の関東甲信越静ブロックの各都県・政令指定都市の団体代表者及び事務担
当者が一堂に会し、代表者会議が開催されました。
　はじめに当連合会の西山会長、関ブロ協議会荻津会長が主催者挨拶を行い、次いで、御
来賓の新潟県福祉保健部障害福祉課課長補佐の萬歳様よりご挨拶をいただきました。
　会議では、各団体提案の議題や障害者福祉の向上に向けて日身連を通じて国等に行う
制度改正要望事項等について協議検討を行いました。
　また、各団体における課題や実施事業の情報交換を通じて、ブロックとして行う取組み
や今後の各団体における事業展開についての情報共有を図るなど、大変有意義な会議と
なりました。

令和元年度秋季日身連関東甲信越静ブロック協議会
代表者会議が開催されました

（敬称略）

賞 氏　名　（所属団体）
曲　目

新潟県知事賞
（優　勝）

小
おがわ

川　孝
たか

幸
ゆき

　（柏崎市）
♪大空と大地の中で

会　長　賞
（準優勝）

江
えむら

村　　正
ただし

　（上越市）
♪石狩川よ

審査員長賞
（第三位）

小
こいで

出しのぶ　（三条市）
♪美唄の風

特別賞
パフォーマンス賞

佐
さとう

藤　祥
しょうこ

子（糸魚川市）
♪岸壁の母

特別賞
コスチューム賞

桐
きりゅう

生　春
はるき

樹　（胎内市）
♪雪國

特別賞
応　援　賞

長岡市身体障害者
団体連合会

　　　　　受　賞　者　 （敬称略）

♪ ♬

見事優勝を果たした
小川孝幸さん

囲碁の部

将棋の部

個性あふれる応援で盛り上がりました 会場は心地よい音色につつまれました

代表者会議の様子
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新潟県障害者スポーツ協会だより

　令和元年11月23日（土・祝）新潟ふれ愛プラザにおいて、標記大会を開催いたしました。この大会は肢体
不自由の部、知的障害の部
のほかに、障害のある人と
ない人が交流を深め健康増
進と親睦を図ることを目的
としたオープンの部を設け
ています。今年度は5歳～
81歳、総勢89名の卓球愛
好者が集まり、白熱した試
合が繰り広げられました。

　新潟江戸神輿連合様より、新潟県の障害者スポーツを応
援したいと、多額のご寄付を戴きました。
　戴いたご寄付は、当協会に加盟しているWill�Speed�
Niigata（水泳）の皆さんの活動に活用させていただきます。
誠にありがとうございました。

　いつでも、どこでも、だれでも、安全に取り組みやすいスポーツとして、障害者施設や特別支援学校などを中
心に多くの方々に親しまれているフライングディスク。近年は障害の有無を問わず、こどもから高齢者まで楽し
めるユニバーサルスポーツとしても取り組まれています。
　令和元年12月14、15日（土、日）に、日本障害者フライングディスク連盟の講師をお招きし、フライングディス
ク指導の基礎から応用まで、そして大会の運営方針や審判法を理論と実技を交えながら、大会や日常のレクリ
エーション指導などを行う
ことの出来る指導員資格取
得の講習会を開催しまし
た。また、あわせて既に資
格を取得されている障害者
フライングディスク公認指
導者のフォローアップ研修
会も行いました。

新潟江戸神輿連合様より
　　ご寄付いただきました

『ふれ愛卓球大会』を開催しました
報告コーナー

『障害者フライングディスク指導者養成講習会ｉｎ新潟』を開催しました
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