
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ６月２５日静岡市で第６３回静岡県手をつなぐ育成会大会が行われました。コロナ禍に

よりシズウエルでの開催は３年ぶりでした。この大会の主題は「すべての人が地域で安心

して暮らせる共生社会の実現」であり、スローガンとして「わが子を託せる共生社会に向

け、未来を切り開こう！」とあげられています。 
まず主催者挨拶では、静岡県手をつなぐ育成会 小出隆司会長から、熱海の土石流で被害

に遭われた育成会会員のご家族への支援の事や、少子化の傾向が続いているにもかかわら

ず、静岡県の療育手帳所持者が毎年１，０００人ずつ増えており、今後どう支援していく

かなど育成会の役割についてのお話がありました。 
続いて育成会活動に対する長年の功績をたたえ、全国手をつなぐ

育成会連合会会長表彰２名、静岡県手をつなぐ育成会会長感謝状２名、会長表彰として

会員６名、本人３名の方々が表彰状を授与されました。浜松育成会からは山田公乃さん、

小粥久仁子さんが受賞されました。長年にわたるご活躍に敬意を表します。 
そして来賓祝辞では、静岡県健康福祉部障害者支援局 森岡克明局長と、静岡県教育委

員会特別支援教育課 高橋和彦課長よりお言葉をいただきました。 
続いて、大会決議が読み上げられ、盛大な拍手により決議されました。大会決議は育

成会の活動の在り方としてとても意味のある重要な内容ですので、下へ記載しておりま

す。ぜひ皆さまにもご一読いただけたらと思います。 
今回とても有意義な大会に参加させていただき、改めて感謝の気持ちを持ち、これか

らも育成会の活動を続けていきたいと思いました。    （報告者 山口 智子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇県大会第２部 「歯と口の健康づくり」報告  ･･･････････２ 

◇聖隷福祉事業団浜松学園親子見学会報告   小・中学校部会，発達支援委員会 ･･･････････３ 

◇保護者の学び舎 「地域若者サポートステーションについて」 ･･･････････4 

◇本人のページ 「夏祭りイベント」報告   小・中学校部会 ･･･････････5 

部会・委員会活動報告  

●幼児部会 ●小学校部会 ●中学校部会  

●特別支援学校部会 ●成人部会 

◆地域生活支援委員会 ◆発達支援委員会  

◆児童委員会 ◆啓発委員会 

････････6・7 

★行事予定  ～ １０月 ・１１月 ・１２月 ～ 
★お知らせ掲示板 

･･･････････８ 
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日時：令和４年６月２５日（土） 13:30～16:00 

会場：静岡県総合社会福祉会館 「シズウエル」 

◆◆ 大会決議 ◆◆ 
一、新型コロナウイルス感染症や甚大な被害を及ぼす風水被害や大規模地震など自然災害時において弱者となる障害者対

策に万全を期すこと 

一、地域共生社会を実現するため、改正障害者差別解消法における合理的配慮と「心のバリアフリー」を浸透させること 

一、インクルーシブ教育を推進し、知的・発達障がいのある児童生徒に対する将来を見据えた特別支援教育の充実に取り組む

とともに、教職員の人材確保と資質向上を図ること 

一、障害のある人の地域ニーズをしっかり把握して、地域格差のない障害福祉サービス事業を構築すること 

一、地域生活支援拠点等の整備を確実に実施し、重度化・高齢化する障害のある人と家族が安心して暮らせる地域生活の実

現に努めるとともに、重度知的障害のある人が利用できるグループホームの設置を推進すること 

一、一人ひとりの働く意欲を尊重し、雇用の促進・継続につながる就労支援の充実を図るとともに賃金や工賃を引き上げること 

一、コロナ禍において急速に必要性を増したオンラインによる情報共有手段を、より進めるために地域におけるデジタル環境

の整備を促進すること 

会長小出隆司氏 

受賞されたお二人 



 
 

 

 
講師：静岡市障害者歯科保健センター 

 所長 歯科医師 服部 清 氏 

 障がいがあってもなくても歯科医に行くのが苦手な方は多いと思いま

す。私たちのような、知的に障がいのある子を持つ親は特に、子どもを歯

科医に通わせること自体が難しく悩む方は多いと思います。今回の服部先

生の講演会では、年齢を重ねるごとに健口（服部先生は康を口に換えてい

ました）の大切さを改めて教えていただきました。 
 まず、「歯科医は、歯科は皆さんの日常（食べること）を支える医療、

という意識を持っている」とのことでした。「地域で暮らす知的障がいの

ある人にとって、歯科医療は一番必要な医療支援である」という観点から、

課題として、 
① 健やかな老後のためには、食べることが重要で健口が不可欠 
② 本人・保護者（支援者）の加齢とともに、日常の口腔機能やケア力（りょく）が低下し、健口に

なることが困難になることが予想される 
つまり、高齢化に伴い、免疫力の低下や口腔機能の低下から、

誤嚥性肺炎につながる危険が高いということや、その他にも

様々な病気の原因の一つになることがあるということです。支

援者である保護者も自ら健康を損ねている場合、誰が本人の歯

を磨くのか、誰が医者へ連れていくのか、そもそも誰が本人の

変化に気が付くのか、これらの問題は、障がい者の 8050 問題

とも重なります。歯科の 8050 問題について、先生から「私た

ちが今できること」「これからすべきこと」を教えていただき

ました。 
① 食べること、歯や口のことに関心を持ち、本人の健口状態を評価する。 
② できることを増やし将来の治療に備える。早期発見・早期治療でいやな経験を積まない。 
③ かかりつけ歯科医を持ち、継続的に通院する。（できれば自らの意思で）ケア力の一つとして歯科

医を利用する。できる範囲で歯の磨き方や歯を衛生的に保つための支援を受ける。 
④ 防災備蓄品に「歯ブラシ」などの口腔ケアグッズを準備しておく。 
⑤ 身体機能・ケア力等を継続的に評価して支援計画を立てる。 
最後に、地域社会とのつながりを目指す育成会や親へのお願いとして、「歯科医療を日常のケア支援

者として巻き込む。利用する。」「日常的な支援者以外を新たに支援者・応援者にする。増やす。」「相

談できる人を増やし、適切な支援を利用して楽になる。」と、力説していらっしゃいました。地域医療

はまず歯科医から！地域とのつながりも歯科医から！です。 
（報告者 百瀬江利子・松井 章子） 

２ HAND IN HAND                               

 
※浜松市障がい者歯科保健医療システム 
 

 浜松市では、浜松市歯科医師会、浜松医療センター等と協力して、障がいのある人がなるべ

く身近な歯科医療機関で歯科診療が受けられるように、障がい者歯科協力歯科医院を中心に歯

科診療を進めていく「浜松市障がい者歯科保健医療システム」をつくっています。 
障がいのある人で、かかりつけ歯科医院をお持ちでない人は、まずは、障がい者歯科協力歯科

医院に受診されることをお勧めします。 
浜松市歯科医師会ホームページ https://hamashi.com/ 



 
 

 

８月に発達支援委員会・小中学校部会の共催で、浜松学園の親子

見学会を開催しました。当初は２日間の開催の予定でしたが、申し

込みが多かったため学園に追加をお願いし、１７・１９・２２・２

５日の計４日、各回定員２０名がほぼ満席で開催できました。 

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。 

 浜松学園は、浜松市手

をつなぐ親の会の請願により、昭和４２年に県立施設とし

て誕生しました。今年度より完全民営化され、聖隷福祉事

業団が運営を始めました。施設が改修・増築され、支援内

容も幅広いものとなりました。（現在は施設入所支援、就

労移行・定着支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、短期入所、

肢体不自由生活介護を行っています。） 

 見学会当日は、学園の支援内容について山本副園長より

ご説明をいただき、その後施設内を見てまわりました。実

際の作業の様子や、入所時に使う食堂・個人部屋などを見

学でき、我が子がここに入ったら・・とイメージできた親御さんも多かったのではないでしょうか。

参加者のパティシエを目指している小学生の女の子が、施設内の可愛らしいお菓子屋さんに目を輝か

せていたのが印象的でした。 

新設された入所施設も、過ごしやすさやリラックスで

きる空間づくりを意識しているのが伝わってきて、生活

基盤が整っていることが就労意欲に大きく関わってく

るのだろうと想像できました。参加者からは「聖隷とい

えば病院のイメージだったが、障害福祉事業も担ってく

れて心強い」「施設がとても綺麗で驚いた」といった声

がありました。 

 

 今回のような外部見学会

は、将来のための情報収集

はもちろんですが、運営す

る方々に私たち当事者の疑

問やニーズを伝えるよい機

会にもなります。今後の活動継続につながりますので、

私たちについて知ってもらうためにも皆さまのご参加を

お待ちしています！    （報告者 平野沙奈美） 

２０２２年４月、浜松学園は新棟の完成と同時に再スタートをさせていただきました。静岡県

より、聖隷福祉事業団が責任を持って引き継がせていただいています。これまでの就労移行支援

の２年を上限にしたプログラムにとどまらず、それぞれのペースでもう少し時間をかけて就職を

目指す就労継続支援Ｂ型（最大５年）のプログラムも始まりました。入所が良いのか、通所にす

るかも、本人・ご家族でしっかり相談して決めていただければと思います。聖隷のネットワーク

を活かしつつ、一人ひとりの就職に向け寄り添っていきます。 
「美味しい！」「オシャレ！」と評判の“きずな”ができるお菓子屋さん『ｆｉｒｏ』にも、ぜひ

お立ち寄り下さい。皆さまと一緒に、浜松学園を創りあげていきたく思います。 
                            （浜松学園副園長 山本 誠） 

                                  HAND  IN  HAND ３                           

副園長 山本 誠氏 



 
 
 
 
 
 
 
 
 地域若者サポートステーション（以下、サポステ）

は、青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促

進法）を根拠とし、無業の青少年に対し、相談の機会

の提供や職業的自立を支援するための施設です。現在

は就職氷河期世代への支援も行っているため、中学卒

業後の１５歳～４９歳までの方を対象に支援をしてい

ます。 

 サポステは就労移行支援や就労継続支援Ａ型、Ｂ型

のような障害福祉サービスを提供する事業所ではあり

ませんが、対象となるのが「年齢」と「無業の状態で

あるか」のみになりますので、発達障害や軽度知的障

害、それらのボーダーラインにある方、精神障害等の

ある方も相談に来られています。 

 

【発達障害や軽度知的障害者への支援】 

 サポステでは、すでに障害を告知されている方、障

害者手帳をお持ちの方からは、「それでも一般求人で働

きたい」、「一般求人と障害者求人とで迷っている」と

いうような相談があります。また、仕事がうまくいか

ないという訴えの中で、サポステで初めて発達障害や

軽度知的障害について知り、場合によっては障害者手

帳を取得する支援をすることもあります。 

 私たちの就労支援では、その障害の特性だけでなく、

相談者一人ひとりの「就労上の困難さ」を理解するた

めに、乳幼児期から学齢期、思春期、青年期で、家庭

や学校、社会でどのような経験をしてきたかを聞き取

りする過程で、就労上で活かせそうな特性や個性を見

つけるなど、自己理解をすすめます。そこで職業選択

をする上で気を付けたいことを見極め、本人の将来の

ために一番合った働き方、社会で生きやすい方法を一

緒に考えていくことを心がけています。 

 

【高校年代の就職、進路選択の現状】 

 サポステでは、（ある一定の条件がありますが）定時

制や通信制高校の生徒への支援もしています。定期的

な学校への訪問のほか、先生から見て支援が必要だと

感じる生徒にサポステを紹介していただくことで、在

学中から相談を受けることがあります。そこで発達障

害や軽度知的障害のある生徒とも出会います。相談で

は「就職をしたいが、障害もありどのように動いたら

いいかわからない」、「就職が決まらないまま卒業を迎

えそう」、「就職はしたいと思っているが自信がない」

というようなことが語られます。思春期までの様々な

体験によって、場合によっては自己評価が低くなって

しまい意欲が乏しくなっていたり、卒業することに手

一杯で就職活動までやりきれないまま卒業を迎えてし

まうことがあることを目の当たりにしています。 

特別支援学校の高等部以外にも生徒を受け入れる高

校が増えて選択肢が広がる一方、就職活動が出来る場

合でも、実感として学校も障害者手帳を持った生徒の

就職支援の方法を模索している最中です。現状では、

自分自身で就職先の情報を集めないとなかなか進まな

いようですし、結果的に就職を先送りして進学をする

ようなケースもあるのではないかと思います。そのよ

うな事案に出会うと、早い段階から福祉や医療と学校

が気軽に情報交換できるような環境づくりは、将来の

就職にとっても重要だと考えます。 

あとは、学歴はその人の自己紹介をする上で大切な

要素の 1 つであることは間違いないですが、就職や社

会に出て生活するということを考えた時には、日常生

活のスキルの獲得具合、様々な成功体験、たくさん手

をかけてもらい愛情を注がれた体験があると、職業の

選択の幅も広がるし、就職後も安定

した就業ができるように思います。 

 

【自立って何だろう…】 

 私たちの役割は、第一には相談者に合った職業や環

境を考え、就職に結びつけていくことですが、「就職が

決まることが本当に幸せなのだろうか…」と思うこと

があります。それは、親しくなれる人がいない、友人

づきあいはもう何年もない、家族とも会話がない、と

いうような話をされた方が就職を決めた時です。職業

的自立は果たせるかもしれないけれど、心は満たされ

ていないんじゃないか…でも、私たちとしてもそこま

でサポートしきれないところが歯がゆいところです。 

孤立・孤独への対策も始まっていますが、今はまず、

目の前に現れる相談者が、生きることや生活する中に

何か価値や楽しみを見出しながら、日々を歩めるよう

にと思って、相談業務を丁寧にやっていきたいと思っ

ています。 

 
地域若者サポートステーションはままつ 

電話番号 053-453-8743 

URL http://www.saposute-hamamatsu.jp/ 
文責： 

認定 NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会 

副代表 精神保健福祉士 加藤 寛盛 

第２０回 
ここでは、浜松市の福祉の現状や、身近な

制度などについてお伝えしていきます。 

４ HAND IN HAND                               



☆本人のページです。ぜひお子さんと一緒にお読みください 

 
８月７日(日曜日)に、なおしてきれいになった福祉交流センターで、楽しく遊べる夏まつりが

開かれました。午前と午後に分かれて、大人が１８人と子どもが１９人集まって、広い部屋

でいろいろなゲームや遊びをしました。みんな楽しくてにこにこして帰っていきました。 

みんながすぐにやりに行った

のは、ゼリーすくいです。たら

いの中のミニカップゼリーを

金魚すくいのポイですくいま

す。ぷかぷかういている人形も

すくってもいいんだよ～。 
おつぎはわなげとストラックアウト。大人も本気出して投げていま

したが、なかなか入りません。入らない時は、子どもは前のせんまで

すすんでいいので、かならず入るのがいいところ。 

くじ引き、たからさがし、絵本のへや、お絵かき、はらぺこあおむしの歌も。 
 受付でもらったビンゴカードを首からぶら下げて、

ゲームを一つやるたびにサインをもらいました。お店

の当番は、子どもたちもやってくれました。遊ぶのも

店番をするのもりょうほう楽しいですからね。ボール

をわたしたり、くじ引きの賞品をわたしたりしてみん

なかつやくしてくれました。カードにサインが８個た

まるとすてきなお土産がもらえるので、賞品のおかし

やジュースといっしょにもらって帰りました。 
 今回の夏祭りは、コロナの関係も

あり、部屋を二つとりました。せま

い方の部屋では、絵本を読んだり、

絵をかいたり、すみっこでまったり

と休憩したり、落ち着ける空間にな

りました。  （文責 前堀 告予） 

                                  HAND  IN  HAND ５                           

夏まつりで遊んだよ 小・中学校部会 



 
 

 

 

 

幼児部会では、６月と７月にしずおかサポートファ

イルの説明会と書込み会を根洗学園で開催しました。 

説明会では、講師の方に活用方法や重要性について

体験談を交えて説明していただきました。 

書込み会では、こどもの成長を振り返り記入し、保

護者同士で「ヘアカット」や「歯科検診」はどうして

る？などと情報交換しながら楽しく書き進めました。 

記憶が薄れる前に正確に「記録」しておくことが大

事だと思いました。 

第２回目の書込み会は１１月２１日（月）に開催い

たします。       （報告者 中川 美香） 

 

 

コロナ禍で思うような活動ができない時期が続い

ていましたが、８月に夏祭りと浜松学園の見学会を行

うことができました！ 

３年ぶりの開催となった夏祭りには、幼児から中学

生まで様々な年齢の方が参加してくださり、それぞれ

の楽しみ方で盛り上げてくれました。ストラックアウ

トやゼリーすくいに夢中になったり、前堀先生の歌と

ピアニストの方の演奏に聴き入ったり、色々な楽しみ

方ができたと思います。会場の窓に貼り付いて、JR

の新幹線や電車に釘付けになっている男の子たちの

姿も微笑ましかったです。 

保護者の皆さんとの久しぶりの再会もあり、顔を見

られるイベントの良さを再認識できました。 

浜松学園見学会は、発達支援委員会と小中学部会の

共催で行いました。連日多数のお申し込みがあり、開

催日程を追加していただくほどでした。保護者の皆さ

んの関心の高さが伺え、今後も進路選択のお役に立て

るイベントを開催していけたらと思いました。 

今後も部会の枠を超え、会員の皆さんが様々な年代

の方と交流できる機会をご提供できたらと考えてい

ます。１２月にはルピロの内山所長との交流会も予定

しています。とても貴重な機会ですので、ぜひご参加

ください！  

イベントの詳細は小中学校部会の公式 LINE でお知

らせします。ID→@062fgxtz からご登録ください。 

            （報告者 平野沙奈美） 

 

 

７月３日（日）

に「進路選択と就

労を考える座談

会」を、就労支援

委員会・発達支援

委員会との共同

で開催しました。 
㈱ソミックエンジニアリングの大石徹様と八幡中

学校発達支援級主任の若澤佳史先生を講師にお迎え

して、前半は、大石様より企業就労に関するお話を、

若澤先生より進路に関するお話をうかがいました。後

半は、参加者が４つのグループに分かれて座談会を行

いました。 
大石様・若澤先生や育成会の役員もグループに入り、

普段感じていることをざっくばらんに話し合いまし

た。皆さん活発に交流をされており、進路・就労に対

しての関心の深さを知りました。終了後のアンケート

にも「限られた短い時間ではあったが、大変有意義な

情報交換ができた」「つながって話すことの大切さを

感じた」「次回も是非参加したい」等々の嬉しいお声

をいただきました。 
それにお応えし、中学校部会では１０月以降も様々

なイベントを企画しております。実際の現場の情報を

聞くことができ、直接質問もできる大変貴重な機会で

す。ぜひ、お知り合いの方にもお声かけいただき、ご

参加の程、お待ちしております。 
（報告者 東樹 智香） 

 

 

 

今年度も特別支援学校部会は活発に活動しており

ます。 

６月２７日には気軽に今現在の悩み事を話せる「座

談会」を開催しました。学校のこと、放課後等デイサ

ービスのこと、日々の悩み事をいくつかのグループに

分かれてお話ししました。少人数で話せたことで会員

の方々のストレスも少し軽減したような気がします。

やはり直接会って話すというのが一番の癒しであり

活力になるのかなと感じました。 

聞きたかった高

等部の話はどの保

護者の方にも好評

で、７月１９日に

は「先輩お母さん

のお話」を開催し

ました。就労継続支援事業所Ａ型Ｂ型、生活介護、そ

れぞれに通わせていらっしゃるお母さん方の体験談

は毎回好評です。個々の特性、性格にあわせ、お母さ

ん方が試行錯誤されながら、さまざまな工夫をし、過

ごされてきたことは後輩である私たちにはとても参

考になることばかりです。 

はままつ友愛のさとから臨床心理士の深代先生を

お招きして、思春期の悩み事についてお話をしていた

だく座談会形式の企画を実施、そのほかにも、きょう

だいの話、天浜線貸し切りツアー、手作りリースの会

など、様々な企画を予定しております。ぜひご参加く

ださい。        （報告者 佐々木正子） 

 

 

２０２２年度前半のコロナの急増ぶりには驚くば

かりですが、今までの経験を活かしながら活動を行っ

ています。それでも「ボウリング大会」と「果物狩り

バスツアー」は中止せざるを得ませんでした。 

現在、「親子で歌おう！ハッピークワイア」は３回

終了していて、野外活動として「芋掘り体験と焼き芋

パーティー」を計画しています。コロナ禍でも、役員

で知恵を出し合って皆さんに楽しんでもらえるよう

にがんばります！    （報告者 百瀬江利子） 

６ HAND IN HAND                                

幼児部会 

小学校部会 
特別支援学校部会 

成人部会 

中学校部会 



 

 

 

 

 

地域生活支援委員会の中には、自分たちで興味の

あることを学び、広げようとするプロジェクト(以下

PJ)チームがあります。浜松育成会６０年の歩みをま

とめている「コア 60PJ」、親子の高齢化問題に取り

組む「8050PJ」、そして、住まいや暮らし方について

は「住まいる PJ」。１１月１２日には「住まいる PJ」

が会員向けの勉強会を開催しま

す。浜松市内にもグループホーム

(以下 GH)がたくさん建っている

ので、入所についての基本的なお

話・一人暮らしの体験事業・実際

に GH に暮らしている方のお父さ

んに体験談などをお話していただく予定です。 

詳細は案内チラシをご覧ください。以下は「住ま

いる PJ」を立ち上げるに至った思いを綴ります。 

 私たち「浜松手をつなぐ育成会」の会員は、知的

にハンディのある人の保護者です。 

私たちが元気であれば、多くは子どもと一緒に暮

らしています。 

しかし、私たち親は不死身ではありません。わが

子の支援ができなくなった時、どのような暮らしを

望んでいますか？不安や心配はありませんか？ 

 今現在、浜松ではどんな暮らしの選択肢があるの

か、他の地域ではどうなのか…。また、どんな暮ら

し方だったら親として安心なのか。 

自ら情報を集め、勉強もして、何らかの行動がで

きないのだろうか…と、ずっと心の中で考えていた

事を、見える形にしていこうと立ち上げたのが、こ

の住まいる PJ です。 

そして、いつかわが子が新たな生活を始める時、

Smile だったらいいね☆と願います。 

（報告者 伊藤 幸枝・山田 公乃） 

 

 

 

７月２３日

午前・午後、

８月２１日午

前・午後と、

会場に集まっ

ての講座を無

事開催するこ

とができ、とても嬉しかったです。 

特に７月２３日は、二つの講座とも中止と延期を

経ての開催で、県外から来ていただいた講師も、参

加者の皆さんとの約束をやっと果たすことができま

した。内容も充実したもので、参加者の皆さんが喜

んで帰ってくださった姿に講師の先生も喜んでくだ

さいました。 

 ８月２１午前午後は、前堀が講師の応用行動分析

の講座は久しぶりでしたが、来場者はとても熱心に

聞いてくれました。 

 家族の体調不良や、色々な用事などでキャンセル

が沢山出るこの頃ですが、遠慮なくご連絡ください。 

無理をしないで助け合って行くのが育成会の良い

ところです。      （報告者 前堀 告予） 

 

 

 

児童委員会では、今年３月に「進路の手引き『道』」

の第４版を発行しました。今年度は、この冊子を市

内の施設に知っていただく活動をしています。 

子どもの事を相談する窓口のひとつ、「子どものこ

ころの診療所」の待合室に「進路の手引き『道』」を

置かせていただきました。すると、診療所に訪れた

児童相談所の職員の方の目に止まり、児童相談所と

の懇談につながり、とても貴重な機会になりました。 

また、「浜松市障がい者相談支援センター」を訪問

する活動も行っています。 

「浜松市障がい者相談支援センター」とは、担当

居住区の障がいのある人やその家族等の相談に応じ、

情報提供や各機関の紹介など、必要な支援を総合的

に行う機関です。 

各区センター職員のみなさんにも「進路の手引き

『道』」を知っていただくことと、相談窓口を利用す

る方々に少しでも参考になる事を期待して、窓口に

置いてもらうようお願いしました。 

最後に、１０月１２日に座談会を予定しています。 

コロナ禍でまだまだ窮屈なこの時代。学校のこと、

進路こと、日ごろのもやもやなど、自分の気持ちを

話してみませんか？他の人の話を聞くことも、新た

な発見や気付きがあるかもしれません。皆さんのご

参加をお待ちしています。（報告者 今村 宏美） 

 

 

 

７月３０日土曜日に入野地区社協主催で、浜松キ

ャラバン隊の公演をしました。 

私たちの公演の他に、入野地区に住む障害のある

子どものお母さん達が、地域の人たちに伝えたいこ

とを話しました。 

障害のある人が住んでいる地区社協単位でキャラ

バン隊の公演と地域に住む人の思いを語る場があっ

たら住みやすい地域になると思います。 

画像は、知的障

害のある人、発達

障害のある人、こ

んな行動あるある

の寸劇の中から、

「バス停で」の演

目です。バス停で

順番を守れない太郎君が、後ろに行ってと言われ一

人ずつ後ろに移動していくため、並んでいる人に叱

られてしまいます。一番後ろに並ばないといけない

ことをわかりやすく示して、穏やかに伝えて欲しい

ことを、劇を通してお願いしています。 

（報告者 高橋久美子） 

                                   HAND  IN  HAND  ７ 

地域生活支援委員会 

発達支援委員会 

児童委員会 

啓発委員会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  総会資料Ｐ３２にも掲載しましたが、下記部会・委員会では、公式 LINE を活用した情報提供や 

意見の集約を行っています。コロナ禍で集まる機会が減っています。会員同士がつながる場とし 

て、大いに期待しています。下記ＱＲコードを読み込み、友だち登録をお願いします。 

 

 

 

 

小・中学校部会 特別支援 

学校部会 成人部会 発達支援委員会 

（発達支援講座） 
 

   

８ HAND  IN  HAND                                     

 問い合せ先： 
広報委員会  
 ikuseikai@hamamatsu-ikuseikai.com 

TEL／FAX 053-475-0448 

編集後記  

最近の編集会議は ZOOM を利用して行っています。 

コロナ感染対策として始めた取り組みですが、集まらなくても充分に編集が可

能ということで、すっかりスタンダードになっています。コロナの猛威は続いていま

すが、IT を活用するなど、活動を停滞させないことが肝要ですね。    Ｈiro 

編集委員募集中！ 

10/ 8（土）「社協主催：中・南・東区中高生対象浜松キャラバン隊公演」 

      10：00～12：00 （福祉交流センター4 階小ホール）【啓発委員会】 

      10/12（水）「座談会」10：00～12：00 （あいホール）【児童委員会】 

      10/16（日）「親子陶芸教室」12：00～17：00 3 グループ開催（曳馬協働センター） 

【発達支援委員会】 

      10/29（土）「進路についての座談会」（講師：若澤佳史先生） 

（曳馬協働センター201 講座室） 【中学校部会】 

      10/29～31 全国障害者スポーツ大会（栃木県） 

      10 月下旬 芋掘り体験と焼き芋パーティー（会員宅）【成人部会】 

      10 月下旬～11 月 サツマイモ掘り（会員宅）【小学校部会】 

      11/ 3（木）講演会「きょうだいの話」（福祉交流センター）【特別支援学校部会】 

      11/12（土）「障がいのある人の住まいと暮らしを考える勉強会」13：00～15：00 

           （福祉交流センター大会議室＋オンライン）【地域生活支援委員会】 

      11/13（日）第４回親子で歌おう！ハッピークワイア 13：30～15：30 

                    （福祉交流センター第１スタジオ）【成人部会】 

      11/20（日）東海北陸大会（福井県） 

      11/21（月）第２回しずおかサポートファイル書き込み会（場所：根洗学園） 

                                    【幼児部会】 

      11/23（水）「作業所見学会」（場所：くるみ共同作業所）【発達支援委員会】 

      11/26（土）静岡オレンジマラソン 

      12/ 4（日）「就労についての講演会」（あいホール 302 講座室）【中学校部会】 

      12/ 6（火）地区活動「手作りリースの会」（場所未定）【特別支援学校部会】 

      12/11（日）第５回親子で歌おう！ハッピークワイア 13：30～15：30 

                    （福祉交流センター第１スタジオ）【成人部会】 

      12/14（水）「第４回お話広場－ルピロ内山所長を交えての交流会－」（場所未定） 

                                  【小学校部会】 

      12/15～19 愛護ギャラリー展（グランシップ） 


