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いわゆる｢県大会｣ですが､当会総会同様こちらも久しぶりに
対面で､若干規模を小さくして開催されました｡
冒頭小出会長はこの3年を振り返り,特に昨年の熱海伊豆山地

区土石流で,被害にあわれた熱海市手をつなぐ育成会の会員2世
帯に対して,県内はもとより全国から義援金等たくさんの支援の

申し出があったことなど.報告と感諭の言葉がありました｡早い
ものであれからちょうど1年です｡
県内では近年.毎年1,000大規模で療育手帳所持者が増えている

そうですがへそもそも｢知的障害｣の定義はなく.療育手帳も地
方自治体ごとの発缶で､国内共通のものではありません｡

はどうなっているのか?

富士宮市小泉2530‑2
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鉛蒔鰍筋松草範

そこに問題はないのか?

令和4年7月25日

また,コロナ禍で､サ‑ビスの計画

3年ごとに策定される計画に不都合は

ないのか?政令市以外の市町では,計画に載せないと反映され
ないので､ぜひ育成会が中心となって声を上げてほしいへ という
ことでした｡

さらに.各市町の育成会においては.親の高齢化により退会したり動けなくな
ってきている会員も含めた活動を進めてほしい､というお言葉がありました｡

富士宮でもその辺りを十分に考えて活動していきたいと思います｡
また今回へ会長感謝状が､長年富士宮市の特別支援学級で中心となってご

指導くださいました内藤清和先生(今春貫船小を最後にご勇退)に贈られま
した｡おせ話になった会員の方も多いのではないでしょうか?

そして､

2〇年の長きにわたり株式会社かつまたで頑張ってこられた藤原直人さん
(=中地区)が表彰されています｡おめでとうございます｡

｢ああっ!藤原くんかあ! ｣と教え子との再会に驚く内藤先生｡喜びあう
2人の姿はなんとも微笑ましく､素敵な光景でした｡
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大会の後半では, ｢歯と口腔の健康づくりとその支援一健康長寿を願って一｣という演題で､静岡市障害者

歯科保鮭センタ葛の服部清先生による講演がありました｡
｢高齢になった陣がいのある人は歯とロの問題がQO｣の低下に直給する｣のだそうです｡食べられなくなって
初めて歯や口腔の異常に気づくような残念なケースが多いのだそうです｡家族の高齢化によって,家庭での
ケアカの低下へ受診の困難化､気づきが遅れることによる疾患の重症化などが問題になってくるとのことで
す｡

そうならないためにどうすればよいのか｡それはやはり､

｢何もないときから歯医者さんを利用し.予防的に対応してもら
う｡早期発見･早期対応してもらう｡ ｣それに尽きるようです｡歯

科のかかりつけ医を簿つことは知的障害のある人の医療にお

いてとても重要へ ということです｡またへ家庭内におけるケア
も.周りの支援を利用して負塾を軽減したり移行したりする必要が
あるということです｡大変ためになるお話でした｡
(報告者

清広美)

蜜牽湊とを璃やし､簿束の治療に縫える
襲事態護思峠離合疫で鰊な怒輪を穏諌謡

須藤秀忠塞士宮市長を表敬訪問いたしきし持

合弧4年7即4a(ホ)

なかなか終息しないコロナ禍ではありま
すが､今年も例年通り｢富士宮市長表敬訪問｣
に6名で行って参りました｡

今年は.障害福祉事業所にこにこサポート

くれはす2号棟の製品が｢それへみやげに
して宮!名物コンテスト2022｣に選ばれ､
市長賞に輝いたこともあり. ｢おやきそば｣を

早朝より作っていただき.それを手みやげに
訪問しました｡

障害福祉事業所の様子や育成会活動の様子をご報告しました｡コロナ禍で対面での活動が制限されている

中で.どうしたら会員にいろいろお知らせできるのか模索し､資料で読んでいただくということになり.近年
次々に設立されている市内の障害福紐事業所のガイドブックや児童向けの冊子｢放課後等デイサ‑ビス･ガイ
ドブック｣,そして静岡県全体で広まりつつある｢知的障害児の子育てハンドブック｣の発有経緯を発案者の
加藤副理事長よりお話させていただきました｡須藤市長より. ｢民間でもこのような素晴らしいガイドブック
ができるのは本当に素晴らしい｡市の福祉のPRにもなる｣とお褒めの言葉をいただきました｡
(報告者

高橋房患)

第I 〇回通常総会

令和4年うβ雪9日(日)蜜士官高給合宿社会館婁赫記念赤‑きし

長引くコロナ禍ですが､徐々に元の日鴬に戻りつつあり､ GW明けに爆発的な感染拡大もなかったため､

今年度は3年ぶりに対面で通常総会を開催することになりました｡

当日は､大勢の来賓の方にもこ列席いただき､会員･関係者合わせて参加者総勢1 08名となりました｡

快晴に恵まれへ全面的に窓を開放して換気することもでき､十分な感染対策を取ることができました｡開会
前には､久しぶりに顔を合わせた会員さん同士が談笑する姿も見られました｡

定刻になると､司会の内藤副理事長より｢会員総数1 90名のうち､出席者55名､委任状98名によっ
て所定数を満たし総会が成立する｣と告げられ､三中地区役員望月さんによって開会が宣言されました｡
冒頭の高橋理事長のあいさつでは､昨年度はコロナ禍で活動を自粛せざるを得なかった代わりに
･ ｢放課後等デイサ‑ビス ガイドブック｣と
｢知的障害児の子育てハンドブック｣を制作したこと､

･くれはすの｢おやきそば｣が市長賞金寅を受賞したこと､
･ふれあいがにこにこサボ‑トから分離し､じゃんぷと共に
｢多機能型事業所

明日の風｣として独立したこと､

を報告し. ｢おやぎを買って食べていただきたい｡それも啓発活
動となる｡本人を中心にして,市民を巻き込み,みんなの夢であ

る共生社会を実現させていきたい｣と結びました｡

非営利三富動;⊇

表彰式では,同じ職場へ事業所､適所施設において経
5年以上頑張った万に､高橋理事長から盾と記念品が
授与されました｡ (2名は欠席のため代理授与)

表彰者は

護蓬鑑真さん(にこにこサボ葛トくれはす)
箱叢喜寿さん(にこにこサボ‑トしょく‑る)
蓮讃董糞さん(にこにこサボ‑トしょく‑る)

蓮議艶さん(日本リネンサプライ(株) )
の4名でした｡続いて,旧特定非営利活動法人いずみ

において､長年理事長を務められていた小澤みさを様に感謝状か贈呈されました｡

来賓祝辞では,須藤秀忠市長からメッセ葛ジ(代読)を､小松快造市議会議長(当時) ､清功社会福祉
脇議会会長(当時)より温かいご祝辞をいただきました｡ "誰もが安心して暮らせるまちづくり"のために､私た

ちも‑層の努力が必要だと改めて感じました｡
行政説明では､陸がい療育支援課の植松係長から富士宮市の相談事業について説明していただきました｡

令和2年より､基幹相接支援センター(富士富市社会福祉協議会)及び地域生活支援拠点(陸がい者福祉セ
ンタ‑小泉)が設置されています｡また､ ‑般相談"専門相談(委託相談)も設置されました｡
相談したい場合へ1 8歳以上は陸がい者福祉センタ‑小泉へ
1 8歳未満は富士富市社会福祉協議会へ

連絡して下さい｡

相談内容はなんでもOKだそうです｡一般就労している方など福 吐サ‑ビスを利用していない方も
喜亘｡何か困ることがあれは.ためらわずに相談してみることをおすすめします｡

審議事項及び大会決議も異議なく承認され､令和4年度の総会を無事に終えることができました｡来年度
はコロナが収束し,さらに多くの会員さんが出席して下さることを願っています｡開催にあたり､役員の皆

さまにはご懐力いただき､ありがとうございました｡
(報告者
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加藤志乃)

静岡県手をつな<.育成会児童部会

6員Z4日(金)静的‑>実ウIIL& Zoom

初めての児童部会､本部からZ○○mで参加させていたたきました｡県育成会の方々､
他市町の児童委員さんの他へ

県教育委員会の方も参加され, ｢インクル‑シフ教育の掩進

についての説明と意見交換｣が主な内容でした｡

平成25年の学校教育法の一部改正後へ総合的な観点から児童生徒に合わせて就学先を
決められるようになり､特別支援教育をより進展させていくための県の取組みとして､

｢陸かいのある子供･ない子供が居住する地域社会の中でお互いに支え合いながら生活すること.個々の
教育的二‑ズに応じた適切な教育を香うことへそれらを両立することを目指した了共生,典育言を椎進して
いる｣というお話でした｡
それを踏まえて､各市町の委員からは教育･卒業後の進路について､次のような意見が出ました｡
･コロナ禍で現場の先生方の負担が大きくなりへとても大変そう｡働き方改革が必要なのでは?
･教育の資質が上がらないと｢インクル‑シナ｣は難しいのではないか?

室士圏域自立擦傷議会案醒ま騎部会全体会読
6月1 0日(金)ふじ未来サボ‑トにて､富士特別支援学校､

S¥じ未来サポート

富士･富士宮市役所､社会福祉総議会など1 5名程が参加し､

〒416‑0909

令和4年度実施計画について説明がありました｡当部会の会長で

丁巨し0545‑32‑8566

富士市松岡1603‑12
FAX 32‑8567
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ある発達障害者支援コ‑ティネ葛タ‑の安田雅美さんが今年から

･放課後等デイサ‑ビス(1 0名･小一高)
･地域活動支毅センター(1 5名･1 8歳以上)

活動の場を｢ふじあざみ｣から｢ふじ未来サボ葛ト｣に移しへ引

･雷士圏域発達遵書支援ユーデイネ‑タ‑

き続き発達障害を抱えた方とそのご家族の様々な相談に応じてい

発達障害児者への相談･支援､人材胃成､
関係機関との連接､地域への理尿･啓発活動

るそうです｡

また.昨年度まで｢ことも部会｣でしたがへ扱う課題が年齢を超えた発達障害児者,思春期等の課題も多い

ため､今年度から｢発達支援部会｣と名称変更し活動していくことになりました｡
今年度は｢中･高卒業後の生活から見える課題｣をテ‑マとして.発達障害･強度行動障害に関する支援
についての検証･研修等を有っていく予定です｡強度行動障害についてはへ強度行動障害支援者養成研修修
了者を対象に県内全体のフォロ‑アップ研修を開催し､意見交換等を通して支援スキルの向上とネットワ‑
クの強化を図ります｡

また.多様な選択肢がある中での進路の選び方へ卒業後や離職後など所属先が
なくなった後に気にかけてくれる人がいなくなってしまうこと,困っていても
｢発信力｣がないと孤立してしまう用等が課題として出されました｡今後も地域

の現状と課題を共有し､富士･富士宮地区の陸がい児者の支援の底上げにつなが
る活動を行っていきます｡

(報告者

米山かおり)

梱謹員の活動
相談員の主な活動に｢企業訪問｣ ｢在宅者訪問｣ ｢施設傭報調査｣の3つの訪問活動があります｡

コロナ禍となり､これらの訪問活動を2年間自粛してきました｡しかし今現在,知的踵がい者が抱える問題
を把握し向き合うためにも､今年度は新型コロナウイルスの態染状況に注視しながら､

まずは9月に｢企業訪問｣を実施する方向で準備を進めています｡
また相談員の心構えとして｢障害支援区分｣ ｢職業準備性ピラミッド｣ ｢ジ工ノグラ

ム(家族図) ｣について勉強会を実施しました｡ ｢職業準備性ピラミッド｣について

は､ 『育成会だより4月号』でも取り上げていましたね｡長く安定して働けるように
なる為にも､ピラミッドの土台となる｢陸康管理｣ ｢日鴬生活管理｣が大事なのだと改めて感じました｡
私達は富士宮両手をつなぐ育成会の推薦を受けて富士宮市から委託され,育成会及び｢赤い羽根共同募
金｣の助成を受け活動しています｡相談員の活動に対するご理解とご支援をありがとうございます｡
何かありましたら.ぜひ各地区の相談員に声を掛けてください｡

(代表

田村博美)

田村博美

☆一中地区☆
6月1 2日(日)南部公民館にて地区会を開催しました｡ 1 0名の会員さんにご参加いただき､地区担当
行事(クリスマス会)の開催内容､近況報告など活発に話し合いました｡
近況報告では,就労先での困りごと･シヨ‑トステイの体験利用について･お子さんも歳を重ねて今後の

生活をどうして行けば良いか用などのお話か出ました｡すでに拠点に登録し.ショートステイを定期的に
利用している会員さんのお話を伺うことができたため､これからの万にはとても参考になったのではないで
しょうか｡緊急時に向け本人のためだけでなくへ ご家族にとっても気持ちの整理や準備をしていける機会に

なります｡今のうちからできることについて､もう‑度考えたいと改めて思いました｡
ご参加いただいた皆様､ありがとうございました｡

(報告者

柴山かおり)

☆ニ申地区☆
了月1 4日(木)総合福祉会館にて､第1回地区会を行いました｡参加者は4名で､近況報告と1 〇月の担
当行事についての話し合いをしました｡少しずつですが､コロナによる制限が緩和され活動の幅が増えてき
たようです｡

旭出ふれあい祭りは中止になり.代替え案として富士宮十六市の出店を計画しています｡普段へ市役所や
福祉会館で販売している事業所の福産品を十六市で販売しながらへ

育成会のPRができないかと考えていま

す｡初めての試みですがへ会員さんが増えるきっかけになればいいなと思いますので､出店の際は皆様のご
磁力よろしくお願いします｡

(報告者

赤池幸乃)

☆根北･大害土中地区☆
6月5日(土)福祉会館

第一会議室にて第｢回地区会を行い､ 10名の方に出席いただきました｡

始めに自己紹介と近況報告をし､地区担当行事である『二十歳を祝う集い』と,第2回地区会について話
をしました｡

1〇月予定の第2回地区会では､地域生活支援コ‑ティネ葛タ‑ (富士厚生会角替さん)をお招きし､
地域生活支援拠点事業等についてお話していただき学ぶことになりました｡他､地区連絡網について,緊急
時に対応できるよう見直しを検討しました｡
出席いただきました皆様へ

ありがとうございました｡

(報告者

小野保代)

☆細腕細地区☆
6月1 1日(土〉福祉会館にて､合併後初の地区会を開き10名の方に参加いただきました｡
新体制なので自己紹介と近況報告をした後､今年度担当する講演会のテ‑マについて話し合いました｡
未成年のぎょうだいがいるお子さんを持つ親御さんから｢ヤングケアラ‑｣の話が聴きたいと意見をいた
だきました｡また､成人したお子さんを持つ親御さんからはどんなに準備をしても親は心配とのことで､
｢親なきあと｣を想定した内容のものを希望される万が多く｢成年後見

外遊泳,i

制度｣について詳しく知りたいという意見がでました｡

?*潰

お子さんの年代によって悩みや心配事は変化していくし.尽きること
はないのだと身につまされました｡ご参加くださった皆様寅重なご意見
ありがとうございました｡

(報告者
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5月21日及び了月23日に役員会を開催しました｡
今年度の活動について話し合いました｡
予定は感染状況等により変更の場合があります｡
地区

‑中地区

)9hﾗ8饕
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検討内容

12月4日(日)午前福祉会館第1･2会議室｡
従来の形で計画中｡ハンドベル演奏&体験へビンゴ
ゲ‑ム等､今後詳細を検討していきます｡

ニ中地区
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1〇月16日(日)駅前通り商店街で毎月行われて

(旭出ふれあい祭りは
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中｡

三中.地区 倆

檠

ﾈ,ﾈ橙

9月11日(日)午前中､安藤記念ホ‑ル(体育

館)にて.｢みんなで体を動かそう!｢‑ヨガ&フ
イツトネス体験の｣を計画｡別紙案内あり｡

講師は佐野千穂さん(会員)｡家族や高等部の方
の参加も受け付ける｡

四中地区

X

8ﾈ4

ｨ4x

ｸ5h8x92

11月頃にホースセラビ葛を計画中｡現地集合･現
地解散の形で､今後詳細をつめていく｡

候補地はEPOフア‑ム｡次号にて案内送付予定｡

富士根南地区 倬

h,ﾈ橙

9月17日(土)午前中へ福祉会館第1･2会議

室にて､以前好評だった｢お買い物体験｣の開催
を計画｡別紙案内あり｡

令和5年1月7日開催予定｡富士宮市との打ち合

根北･大富土地区

わせが始まっている｡18歳成人となったため名称
が変更になっている｡今後実行委員会を設け会場

の選定や詳細を検討していく｡対象者は26名｡

国都露 俎X

橙

地区会でテ葛マについて話し合った｡親なきあと
を考えて,テ‑マを｢成年後見制度｣にする方向
で今後具体化し調整していく｡

本部 倡ｹ

ﾘﾊ乂r

時節柄タイミングが難しいので､先に参加メンバ

‑を募り登録制としへ見学先や日程を調整してい
く｡年度内3回程度予定｡案内同封｡

※次回役員会は10月1日(土)19:00へ予定

⑫ @このあとの予定㊤ ⑫ ㊥予定は変更iこなる場合があります｡
日時
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富士根南公民館和室
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福祉会館安藤話念ホ‑ル

福祉会館第1･2会議室

福祉会館第1会議室
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YW域ﾙ&霎i&霎h橙

駅前通り商店街

福祉会館第1･2会議室

地域生活支援拠点等について

県育成会主催

第番〇回細的陸毒害職業自立啓発セミナ‑

地域で知的障害者が自立した生活を送るためには,地域で使える福祉サ‑ビスを適切に
利用しながら､その人にあった働き方や暮らし万を実現することが撞めて大切です｡
多様な飽き万･暮らし万について考えるために本人たちの思いを語り合っていただきます｡
【日時】 9月3日(土) 13:30‑15:30

【参加費】無料

【会場】静岡シズウェル703会議室

【定貝】 100名

【内容】当事者本人による唾散会 テーマ:｢私たちの思いを語りあう｡ ｣
毎日の生活の中で理不尽･不穏含なことは無いのか｡登別解消法･虐待防止法,合理的配血
などの法律は出来てきてはいるが､本人たちの感じ方はどうなのか｡自由なトークをして頂きます｡
【参加申込】 S加ご希望の方(ご本人)は本邦までお電話ください｡ (Tel 220502)

静岡県手をつなぐ育成会

☆ス薦‑●1教室のご案内☆ 剴厲 纂2･4金駐日 (お休みの期間もあり)

ホ‑ムペ葛ジができました
上穆団体の県日成会のホ‑ムペ‑ジができましたi

高等部卒業後.運動する機会がめっきり減りますよね!

酸度､県育成会の暗譜に触れることができます｡

運動不足解消･仲間づくりを目的にヘスポ‑ツ教室を 剪
やっています｡参加しませんか?

前:大宮小体育館

l雪雲: :glFcÒt̀‑Aペ〇二

参加費:無料

先月は､静岡県障害者スポ‑ツ協会の方に来ていただき､

保険代のゐ徴収)

フライングディスクなどいつも以上に盛り上がりました! 剔ﾎ象:18歳以上
8月はお休みで､次は9月予定です｡

※参加ご希望の方は
●■i

みんなで楽しみましょう′‑(尊 尊) ご参加をお待ちしています!!
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圃暑中お見舞い申し上げます｡学校は要休みに入りま 價ﾘﾗ9< .碓
した｡新型コロナウイルスの態染急拡大へまさに新たな局面面
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どう過こすか､本当に悩ましいです亀)
丁目̲&FAX0544‑22○○502

61之8に本部で久しぶりの｢この指とまれ｣を開催し,参加の

方から,瞳がいの子と暮らしていくうえでのこ苦労をいろいろ 兢(
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うかがいました｡共態しあえる仲間の存在は大きいですね｡
猛暑十コロナの過ごしにくい宴ですがへ皆さまどうぞご無理な

さらす,こ自愛くださいませ‑(清)
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