
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「アール・ブリュット」「アウトサイダー・アート」という言葉を聞いたことはありますか？正規の芸術教育を受けていな

い人たちが独自の表現で創ったアートのことをそう呼びますが、近ごろでは“知的障害者が生み出すアート”の意味合いで

使われることが多くなっています。日本で障害者アートの草分けと言えば、裸の大将で有名な山下清でしょうか。ここ浜松

でも、知的障害のあるアーティストの方々が活躍されています。誰のためでも無く、欲や作意も無く生み出される障害者の

アートは、摩訶不思議なエネルギーと魅力で溢れています。 

２０１５年に文化庁・厚労省が『２０２０オリ・パラ東京大会に向けた障害者の芸術文化振興に関する懇談会』を設置し

たことを契機に、アート創作で支援するＢ型事業所や NPO、障害者の家族が立ち上げた会社や団体が全国各地に出来、障害

者が創作した作品を販売・活用して本人の収入に結び付け、自立への一助となるような支援や活動が活発に行われるように

なりました。県内でも、同様の活動を行う事業所やお母さんたちのグループが出来ました。県としては、「アートコネクトし

ずおか」「静岡県障害者文化芸術活動センターみらーと」「アーツカウンシルしずおか」などの NP0 法人を設立し、才能ある

障害者アーティストを発掘し作品を世に出す活動や、企業や大学にアートやアート企画を提案する活動、アートイベントを

通して地域と障害者を繋ぐ活動などを担ってきました。 

どの団体・法人にも共通している理念は、「アート活動を通して障害者本人が生き甲斐を

見つけ、社会とつながり、社会にその存在を知らせる。」ということです。アート活動では、

今までは負としてとらえられていた“こだわり”が“個性”という武器になることもありま

す。また、障害者アートの芸術性が世界中で認められ、障害の有無に関係なく評価されるよ

うになってきました。アートの力で社会の垣根を無くすことは、案外共生への近道なのかも

しれません。 

最後に、この秋浜松で開催された二つのアートイベントの報告をします。 

①文化芸術大学×みらーと「風鈴を創る」ワークショップ…… 
障害者と社会を繋げる「翔け橋」となる活動をされている学生さん達と、幼児～

２０歳の障害のある子ども達がペアになり、風鈴作りをしました。最初はお互い緊

張していましたが、学生さんは子ども達の話をじっくり聞き出してくれて、一緒に

素材を選び、子ども達は見守られながらそれぞれお気に入りの作品を作り上げて満

足気でした。作品は、大学内のギャラリーで行われた「風を創るひとたち展」で展

示された後、「静岡県障害者芸術祭」にも出品されました。文芸大とは、これからも

学生と障害者双方が刺激し合える学びの場を作っていけたらと話し合っています。 

②「静岡県障害者芸術祭」…… 

西部地区の芸術祭がクリエート浜松で開催されました。月９ドラマ「PICU」のイラストを

担当された門 秀彦氏の手話をテーマにしたポップな作品や、地元の障害者アーティストの

方々のダイナミックな作品、文芸大ワークショップの風鈴、そして一般公募の作品が展示さ

れていました。どれも素晴らしい作品でしたが、残念なことが二つありました。まず、一般

公募での出品が少ない上、育成会関係者の作品ばかりだったこと。芸術祭のことが広く周知

されず、出品の働きかけもされていなかったのかなと、とても残念に思いました。次に、「ふ

じのくに芸術祭」と同時開催だったのに展示は別室になっていたこと。私は２度見に行きま

したが、両日とも観覧者は自分たちだけでした。部屋を分けず展示されていたら身内以外にも見てもらえたのに。チラシの

うたい文句通り“垣根を越えて”ほしかったなと思いました。              (報告者 田中 昌子) 

◇経験者から学ぶ 災害（自然災害・感染症）から身を守ろう ･･･････２・３ 

◇保護者の学び舎 「断水するとどうなるの？ ～日頃の備えが大切です～」 ･･････････４ 

◇住まいるプロジェクト第１回勉強会報告 地域生活支援委員会 ･･･････････････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 

◆児童委員会 ◆地域生活支援委員会◆発達支援委員会 

････････6・7 

★行事予定  ～ １２月 ・ １月 ・ ２月 ・ ３月 ～ 
★事務局より  ★お知らせ掲示板 

･･･････････８ 
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◎静岡市清水区の大規模断水～清水手をつなぐ育成会の方に聞きました！～ 

今年９月、台風１５号による大規模な断水に見舞われた、静岡市清水区。いつもの生活が一変した状況

で障害のある家族がいるご家庭はどんな問題が起き、それにどう対応したのでしょうか。また、親の会と

してどのような活動をされたのか、清水手をつなぐ育成会の寺田会長にお話を伺いました。 

【災害状況の流れと清水育成会の動き】（会員 約 250 名） 

9/23 

（金） 

台風１５号静岡県に接近 

静岡市南部 19：00 大雨警報 19：52 土砂災害警戒情報 20：20 洪水警報 

9/24 

（土） 

 

県内２３市町に災害救助法が適用

される 

大雨により、道路冠水、浸水 

11 時ごろ大規模断水発生 

直後より店舗の水が売り切れ、販

売制限、ポリタンク品薄 

○グループ LINE 発信 

・給水車情報（いつ、どこに） 

・簡易トイレの使い方 

・スポーツクラブでのシャワー解放情報 

・入浴施設情報 

・井戸水等水をいただける場所の情報 

・渋滞情報   など 

 

    中高生以上の男子と母親が一緒に利用できる 

入浴施設がない！ 

    ＝情報収集＝ 

清掃工場の余熱を利用した施設のシャワー室が 

利用可能とわかった！ 

9/25 

（日） 
 

9/26 

（月） 

 

 

 

第１回静岡市対策本部会 

自衛隊に災害派遣要請 

○引き続きグループ LINE 発信 

・浸水被害時にすること  ・断水時の注意事項 

・コインランドリー情報 

・市よりトイレ、シャワーの利用可能施設一覧 

・支援物資配布場所情報  ・仮説トイレ設置場所一覧 

・水のペットボトル販売している店舗 

・罹災証明書取得案内  ・県弁護士会ニュース  など 

 

福祉サービス事業所も被災！対応はそれぞれ。 

（開所、休所、時短、交代制などなど・・） 

    水が出ないことが理解できず、不穏になりイライラ 

食欲がなくなる本人さんも・・・ 

9/27 

（火） 
災害ボランティアセンター開設 

 

9/28 

（水） 
午後、一部の地域で断水復旧 ○LINE 以外の会員へ電話にて被害状況の聞きとり 

9/29 

（木） 

 

災害ボランティアセンター 

活動開始 

 

                 災害ゴミ 

                 土埃（ぜんそく悪化） 

                 スーパーの品不足 

                   （総菜、弁当など） 

9/30 

（金） 

  
 
 
・入浴施設の情報を知ったとしても、どんなところか 
 詳細がわからないと不安だった。 
 ⇒使った人が施設の詳細を報告してくれることで、情報 
  共有でき、安心できた。 

 

10/3 

（月） 

２ HAND IN HAND                               

こんなことに 
困った！ 

こんなことに 
困った！ 

会員さんの声 



 
 

10/4 

（火） 
 

・LINE や電話で連絡が取れない会員へ 
被害状況確認の文書送付 

10/6 

（木） 
清水区全域断水解消 

 

継続 

・災害ゴミ 
・山間地の復興 
・床上浸水等被害甚大な方たち 
の生活再建 などなど 

・浸水被害者に「災害ボランティアセンター」 
や「生活相談」のチラシを送付 

・水没した車について 
⇒代車がない、中古車品薄 

   レッカー代金の法外請求 
＜清水育成会 寺田会長のお話し＞ 
入浴施設や給水所の場所が分かっても、遠方で道路渋滞が多く、行きついても満員だった。初めて利用する場所では、本

人も戸惑ってしまう。日ごろ使っているウォシュレットも使えず、習慣になっていることができないことがストレスになる。 
被災状況や給水情報など SNS が早いが、デマやフェイク、感情的な投稿などもあり、情報を収集、整理してくれる人が

いると助かる。また、SNS を利用しない人たちへの情報発信の難しさも感じた。 
市の要支援者名簿の活用がされたのか、疑問。自主防、民生委員から安否確認があったかは確認できていない。関係機関

との連携は、今後の課題として活動に活かしていきたい。 
浸水被害があった方からは、「断水が解消しても片付けに追われ、食事の支度もできない。弁当配布やキッチンカーなどが

利用できるとうれしいのに」という声があった。 
今回の経験で、日ごろの備えの大切さを改めて実感した。ハザードマップも自宅周辺だけでなく、通所場所や通院場所と

その経路もチェックしておくと良いと思った。 
＜取材を終えて＞ 
まず、清水育成会としての初動の速さに感心しました。区内ほとんど（６万世帯以上）が断水＋浸水被害にある中で、正

しい情報を会のグループ LINE で発信し続けたことは、大変なことだったと思います。 
会員さんからも入浴施設を利用した状況報告などが発信されたことで、情報が共有され、少しでも不安解消になったのだと

思いました。グループ LINE を利用している人からは、「つながっている安心感があった」と感謝のことばも聞かれたそう

です。 
最後に寺田会長から「記録やメモ・写真を撮っておくことが大事です。自分の振り返りにもなり、被害があった時の罹災

証明書を申請する時にも役立ちます。」とアドバイスをいただきました。 
浜松育成会として、このような経験者からの体験を活動に活かしたいと思いました。   （報告者 松井 章子） 

 
◎新型コロナ感染症発症時の状況 ～会員の実体験から～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  HAND  IN  HAND ３                           

 
我が家はひとり親家庭、私が感染したら全てが回らなくなる。それを恐れて家族で一番気をつけていたのに、突然の

発熱。翌朝になっても熱が下がらないため、抗原検査キットで検査するとやはり陽性でした。たまたま休日当番医が近

所だったので電話し、病院での検査なしで陽性者登録するとのこと。 
さて、それより娘をどうしよう。娘はマスクが出来ないし、全てに介助が必要なので隔離は無理です。発熱と倦怠感

と頭痛でしんどくて横になりたいけど、娘がパワフルな子なのでとにかく休めない。ご飯も用意して食べさせて、お風

呂も自分は入らなくても娘は入れました。濃厚接触者でどこにも預けられない娘の世話が本当にしんどかったです。こ

んな時、数時間だけでも娘を連れだして、せめてドライブとか連れてってくれるサービスがあればいいのに、そしたら

ちょっとは横になれる、と思いました。 
そして私が発症して３日後に娘が発熱。かかりつけの小児科へ。娘の事をよくご存じのドクターなので検査はせず、「み

なし陽性」として保健所に報告されました。幸い娘は熱も上がらず、咳と鼻水が１日ひどく出たくらいで、よく食べよ

く寝てくれたので良かったです。学校からは１０日間は休んでほしいとの事だったので、約２週間、ずっと娘と一緒の

日々を過ごしました。 
とにかく発症しての３日間の一番しんどい時に、パワフルな娘の世話が一番きつかったです。ひとり親家庭でワンオ

ペだと、全て自分一人にかかってくる事を痛感しました。             （報告者 山口 智子） 

 

①感染の危機  私は春野町の実家に、高齢の両親の介護に姉と交代で月の半分通っているのですが、７月のある日実

家について、両親と姉と昼ごはん食べた後、父が発熱をしました。高齢なので普通の外来にはかかれず、救急車で姉が

付き添って天竜病院に搬送することになりました。これで父がコロナ発症だったら、私も姉も濃厚接触なの２人とも自

宅には帰れず春野で合宿かとハラハラしました。幸いというか、父はコロナ感染ではなかったのですがあちこち悪く、

入院となりました。 

②ついに感染～８月末のある日～  私が春野の実家にむかって車を走らせている時、自宅から家族がコロナ濃厚接触

者になったと電話がありました。このまま春野に居続ければ、私は感染しないだろうけど、家族が発症したら世話する

人がいなくて困る。しかし一度自宅に戻れば多分濃厚接触者になって感染者になって、１０日以上介護のシフトに穴が

空く。迷った結果、姉と相談して自宅に帰り、看病した結果私も感染。療養期間中に突然待機期間が１０日から７日に

なり、びっくりしました。                           （報告者 前堀 告予） 



 

 
 

 
 
 
 
 近年、全国のあちこちで大雨や地震の災害が発生して

います。同時に停電や断水が発生、テレビ報道では、給

水車に並んで「水」をもらう光景をよく目にします。 
 では、浜松市で同様の災害が発生し、断水したらどう

なるのでしょうか？ 
浜松市上下水道部にお聞きしましたので、皆さんと同

じ障がいのある子の保護者として、お伝えします。 
 
【上下水道部にお聞きしたこと】 

①断水は発生するの？ 
 大きな地震が発生すると、浄水場の配水池の出口にあ

る緊急遮断弁が作動し、配水を中止します。これは、地

震によって破損した水道管からの漏水を防止するとと

もに、応急給水用として浄水場の水を確保する目的があ

ります。したがって、市内の広範囲で断水が発生するこ

とになります。 

 豪雨災害の場合は、水道管が添架された橋が流された

りすることで、一部地域で断水が発生する場合がありま

す。 

 

②どこに行けば「水」をもらえるの？ 
広域な災害の場合、「水」を受け取れるのは、浜松市

内に１８４箇所ある避難所になります。 

避難所は主に小・中学校が指定されており、受水槽と

いう、「水」を貯めておく設備がある所では、そこの蛇

口から「水」を取り出すことができます。また、避難所

によっては、備蓄水を置いてあるので、配布を受けるこ

とができます。避難所に避難している人だけでなく、自

宅で生活している方でも、支援を受けられますので、あ

らかじめ最寄りの避難所を確認しておき、ご活用くださ

い。 

また、浄水場や配水池では、「水」の配布はしません

ので、ご注意いただきたいと思います。 

断水エリアが一部地域の場合、避難所以外にも給水所

を設ける場合があります。 

 

③日頃の備えは？ 
発災直後は、医療機関を最優先に応急給水活動を行い、

全国各地からの給水車などの応援があってから、避難所

などへ拡大していくため、およそ１週間は「水」が手に

入りにくいこと

が想定されます。 

このような場

合に備え、各ご家

庭でも「水」を備

蓄する習慣をつ

けましょう。 

 

 
私たちは、普段の生活で1日およそ2.5リットルの水

分が失われます。 

このため、飲料水として、1人1日3リットル×7日

分（21リットル）を目安に備蓄をお願いします。 

 

【障がいのある子の保護者として 

お伝えしたいこと】 
①飲用の「水」はペットボトルで備蓄しておく 
 発災した直後、すぐに店舗からは「水」が売り切れま

す。「水」を入れる容器も同様です。また、お子さんを

連れての買い物も大変だと思います。あらかじめ用意し

ておくことが重要です。 

 

②水洗トイレの流し水は、風呂の残り湯を活用 
飲用の水とともにすぐに困るのがトイレです。 

 風呂の残り湯は、水洗トイレの流し水などの生活用水

として利用できます。 

 避難所の仮設トイレは、臭いに敏感な方の利用は難し

いことが予想されます。また、異性介助が必要な場合、

使用できるトイレも限られてしまいます。 

 自宅で避難生活をする場合に備え、水洗トイレが使用

できなくても良いように、簡易トイレを備蓄しておくこ

ともお勧めします。 

  

③給水所へ水をもらいに行く際の、容器や運搬用具

に工夫を。 

左の写真は、まだ

記憶にも新しい、台

風１５号によって

断水した静岡市清

水区での応急給水

の様子です。 

水を入れる容器の

大きさや形状など、

運搬が少しでも楽

になるように工夫が必要です。特に高層階にお住いの方

は、停電等により階段で運ぶことも考慮しておく必要が

あります。 

また、お子さんを一人で自宅に置いておけず、連れて

行こうにも給水の列に並ぶことも難しいご家庭もある

と思います。 

日頃から、自治会の防災訓練に参加するなど、お子さ

んのことを多くの方にあらかじめ知っていただくこと

で、いざという時助けていただける関係が出来るのだと

思います。浜松市「災害時避難行動要支援者名簿」への

登録をしておくことが必要です。 

お子さんの状況や特徴等を考え、い

ざという時に困らないように普段から

準備しておきましょう。 

 

 

（文責 水﨑 裕久） 

４ HAND IN HAND                               

浜松市の福祉の現状や、身近な制度・知識など

についてお伝えしていきます。 
第 21 回 

災害時避難行動 

要支援者名簿への登録 



 
 

 住まいるプロジェクト第 1 回勉強会 
 

 

日 時： 2022 年 11 月 12 日(土) 13:00～15:00  会 場：福祉交流センター大会議室＋zoom 

 
 知的・発達障がいのある人たちの主な支援者は、ほとんど

の場合“親”です。親が元気なうちは、支援することも出来

ますがそうでなくなった時、どんな暮らし方が出来るのかを

個々にイメージできるように皆さんと一緒に学んでいこうと

勉強会を企画しました。 
 今回は以下の３つの観点から３人の方のお話を伺いました。 

①「居住系制度・サービス」について 
浜松市健康福祉部障害保健福祉課請求審査グループ長 大庭靖史氏 

  ・障害者の住まいとして、障害者支援施設(入所施設)と共同生活援助(グループホーム)があり、更

に［介護サービス包括型］・［日中サービス支援型］・［外部サービス利用型］の３類型があります。

浜松には４月１日現在グループホーム運営事業所は４６事業所あり、５９２人が利用しています。

今後、重度障害者の受入強化など見直しもされていくそうです。 
②「浜松市一人暮らし体験事業」について 

浜松市障害者基幹相談支援センター 相談員 大軒優一氏 
  ・親元、精神科病院、入所施設などから地域での一人暮らしへの移行の際に、文字通り一人暮ら

し体験をすると共に、基幹相談支援センターが軸となり必要な支援を見える化し、協力先の確保・

支援体制の提案をしていく事業です。この事業は可能性(選択肢)を増やしていく事業だと話されて

いました。 
③「共生型グループホームで暮らすお子さんの様子等の体験談」 

保護者 垣添孝成氏 
  ・ご家庭の事情で小学生の頃から入所施設を利用されていた息子さんの生活の様子や、現在の高

齢者施設に併設されているグループホームでの様子をお話していただきました。特に夜間の職員

が不在で心配な点もあるので、今後更に安心して暮らせる場所を勉強しながら見つけていきたい

と話されていました。 
コロナもじわじわと増えている中、会場５６名 zoom３１名の参加

があり、終了後のアンケート回収率も６割以上で本当に皆様の大きな

関心のある課題であることを実感させられました。 
アンケートからは「体験談を聞けたのは良い。他の体験談も聞きた

い」「制度やグループホームの情報を知ることができた」「今後も継続

して勉強会をやって欲しい」などがありました。１０人いれば１０通

りの暮らし方のイメージがあると思います。今後も内容を委員会で検

討し、間があかないうちに次回を開催できればと考えています。最後

に、今回の勉強会においてご協力いただいた方々に感謝いたします。    （報告者 山田 公乃） 
 

 

 
 

厚生労働省では、障害者週間の中央行事の一つとして、障害を有しながらも自立

して長年にわたり御活躍をされている方々、また、障害のある方々の自立の支援や

社会参加の促進に大きく寄与してこられた方々に対して、表彰を行い、もって、障

害者問題に関する国民の理解と認識を深めるとともに、障害者福祉行政のなお一層

の推進を図ることを目的として、厚生労働大臣表彰を行っています。 
 今年度、小出隆司会長が、更生援護功労者として大臣表彰されましたので、お知

らせします。 
小出会長、おめでとうございます。これまでの功績に敬意を表するとともに、ま

すますのご活躍をお祈りします。 

                                  HAND  IN  HAND ５                           



 
 

 

 

 

１１月２１日（月）に講師の小田さんに根洗学園にお越

しいただきサポートファイルの書込み会を開催しました。 

２回目ということもあり参加者は多くありませんでした

が、その分小田さんが一人ひとりに声を掛けてくださり参

加者の方も質問しやすかったようです。 

他のお母さんと病院についてお話しして、行くのは憂鬱

だけど皆頑張っているから行ってみようと勇気をもらえた

というお母さんもいました。 

書込むだけでなく、お母さん同士の情報交換だったり、

小田さんの経験を生かした説明はとても貴重で有意義な時

間を過ごすことができました。 

今年度はこれが最後のイベントとなりますが、これから

も開催していきますので今年度参加できなかった方は是非

来年ご参加ください。     （報告者 中川 美香） 

 
 

 

１１月５日（土）に、毎年恒例となっているサツマイモ

掘りを開催しました。今年は昨年より多い、１３家族の皆

さんが参加してくださいました。ありがとうございました。 
 当日は天気にも恵まれ、畑までの約１０分の山道も気持

ちよく歩くことができました。そこから約１時間、子ども

たちも鍬に挑戦しながら、それぞれのペースで芋掘りを楽

しみました。思い切り土に触れたり山の中で過ごしたり、

普段はなかなかできない体験ができたかと思います。 
 芋掘りのあとも焼き芋を食べたり崖登り？をしたり、ワ

ンちゃんや烏骨鶏と触れ合ったり、成人部会今田さんのお

宅で遊ばせていただきました。 
２時間程度の中にお楽

しみをギュッと詰め込ん

だイベントです。掘った

お芋や焼き芋もお持ち帰

りいただけますので、気

になる方は来年を楽しみ

にお待ちください！ 
 小学校部会では、子ど

もが思い切り遊べるものから親が学びを深めるものまで、

幅広くイベントを行っています。年明け２月１５日には、

小出会長を招いてお母さんたちの質問に答えていただく会

を開催予定です。進路のこと、お金のことなど、気軽に話

せる会にしたいと思っています。 
 どのイベントも、皆さんのご意見を伺いながらより良い

ものにしていきますので、ご参加・ご協力いただけると嬉

しいです！公式 LINE でぜひ繋がってください！ 
 → @062fgxtz        （報告者 平野沙奈美） 
 
 
 
【企業見学会】１０月１８日（火） 

株式会社ソミックワン 
「百聞は一見にしかず」、会社概要の説明の後、工場内を

案内していただきました。様々な障がいのある方が数多く

働いておられ、その現場ごとに細やかな配慮や工夫がされ

ていました。本人たちの真剣に仕事をする姿に感動し、一

緒に働いておられる社員の方々が、会社の理念をきちんと

理解・共有し、温かいまなざしをもってご指導下さること

に頭が下がりました。このような会社で我が子が働くこと

ができたらと、将来に希望が持てた見学会になりました。 
【進路に関する座談会】１０月２９日（土） 

曳馬協働センター ２０１講座室 
中学生保護者の一番の関心ごとである「進路について」、

八幡中の若澤先生をお招きし、ざっくばらんに話し合いま

した。進路希望先の見学をする時の留意点や、学校生活で

の不安を減らすための手立てなど、具体的なアドバイスを

いただきました。また、成人したお子さんを持つ先輩お母

さんの参加もあり、就労のことや仕事の様子なども聞けま

した。和気あいあいとした雰囲気の中で、進路のことに加

え様々なお話が出来た盛りだくさんの２時間半でした。 
今後の活動として、１２月１７（土）１０時から、あい

ホールにて「『働く』を考える」と題し講演会を開催いたし

ます。前半は、就労支援施設「浜松学園」と、障がい者雇

用をしている企業「ソミックワン」にそれぞれお話を頂き、

後半では、浜松手をつなぐ育成会の小出会長を交えてのパ

ネルディスカッションを行います。きっと将来に役立つお

話が聞けることと思います。 
年度末には、恒例の「卒業生激励会」があります。本年

度は会場に集い保護者の方にも観覧していただける方向で

進めています。        （報告者 東樹 智香） 

 

 

 

９月６日（火）に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、思春期の悩み事についてお話してい

ただきました。一人ひとり時間を割いてくださり、それぞ

れの悩み事を聞いてくださいました。同じような悩みをも

つお母さんは話を聞きながら頷いたり、一生懸命メモを取

ったりする姿が見られました。お母さんはそれぞれ子ども

たちの特性に配慮し、悩み、対処の術を学んでいきます。

こんなふうに悩み事を話せる時間やアドバイスをもらえる

機会は貴重です。深代先生の柔らかな人柄で楽しくも実り

ある時間が過ごせました。 

１１月３日（祝・木）

は「きょうだいの話し」

と題し、昨年も大好評

だった池田晃汰さんを

お招きしての講演会と

交流会を開催しました。

オンラインでの参加も

あり、zoom を使う機会

も当たり前になりつつ

あります。会場に直接行けなくても、話が聞ける、参加で

きるというのは便利でもあり、私たちにとっては情報に触

れる機会が増えるチャンスでもあります。アンテナを高く

張っていきたいと思います。初の試みである交流会はきょ

うだいの方々のみで交流していただくために企画したもの

です。それぞれの立場での悩みを持ち、なかなか繋がれな

いきょうだいの方々が、交流できる機会を作り、そのお手

伝いができたことは良かったと思いました。 

今年度は、抱える悩みを吐き出せる機会をたくさん作り

ました。抱え込まず、口に出すことで、次に繋がっていけ

るのではないかと思います。 

また今後はトランポリンパークの貸し切り、いちご狩り

などの企画を予定しておりますので、ぜひご参加ください

ね。            （報告者 佐々木正子） 

６ HAND IN HAND                                

幼児部会 

小学校部会 特別支援学校部会 

中学校部会 



 

 

 

 

 

―全国大会福井大会本人大会に参加して― 
会場：福祉交流センター４５ギャラリー 

１０月９日（日）、全

国手をつなぐ育成会連

合会全国大会福井大会

本人大会の二日目がオ

ンラインで開催されま

した。浜松育成会本人会

代表の清水ゆかりさん

と、西部地区本人部会の

役員の本人たちととも

に、福祉交流センターにおいてサテライト会場の形で参加

しました。 
全国１１地区より本人部会の方々の参加を得て開かれ

た本人大会は、又村さんの司会のもと、自己紹介から始ま

り、最も大切な「本人決議文」を決めるという話し合いを

しました。参加者は各地の本人部会で活動の中心となって

活躍されているだけあって、自分の意見を自分の言葉でし

っかりと話していました。そうして決議文は完成し、１１

月２日の福井市で行われた全国大会・東海北陸大会福井大

会において「本人たちの声であり意思」として発表されま

した。以下、決議文を抜粋して紹介します。 
   （報告者 百瀬江利子） 

 
・自分のことは自分で決めます。私たちのことを決める

ときには、私たちを交えて私たちの意見を聞いてください。

情報はわかるように詳しく伝えてください。 
・障がい者への差別や虐待は絶対許せません。私たちが

「イヤ」だと思うことはしないでください。国が責任をも

って差別や虐待に対処してください。 
・自分で選んだ場所で一人暮らしをしたり、好きな人と

一緒に暮らしたいです。二人で暮らすことができるグルー

プホームを作ってください。 
・親がいなくなった後など、私たちが困ったときに助け

てくれる人、相談できる人を増やしてください。 
・私たちが「働きたい」と思ったら、働けるようにして

ください。私たちができる仕事を見つけて給料を増やして

ください。 
・台風や大雨、地震などが起きた時、避難所で困らない

ようにしてください。福祉避難所がどこにあって、どうや

って使うのかわかりやすく教えてください。 
 

 
 
 
 

 
１０月１２日 (火) 

に座談会を開催しま

した。今年度は 3 名

の方にご参加いただ

き、これまで大変だ

った事、現在困って

いる事をお話してい

ただきました。経験

者である先輩保護者が答える事で納得する部分が沢山あ

りました。 

参加された方の感想やご意見を紹介します。 
・色々な情報を知れたり、たくさんお話をする事ができて

良かったです。 
・楽しくお話できました。ありがとうございました。 
・今回の座談会では、情緒の困りごとについては、少し相

談しづらいかなという気がしました。 
そのほか、育成会の中には情緒のグループはないのです

か？というご質問をいただきました。知的障がい者の子ど

もをもつ私にとって、「はっ」とするご質問でした。 
コロナ禍での座談会の参加が、まだ敬遠されている現実

を痛感しました。この経験を今後の活動に生かしたいと思

います。          （報告者 今村 宏美） 

 

 
たくさんの方々が住まいるプロジェクト勉強会に参加

してくださり、関心の高さを実感しました。また、会場で

は感染対策にご協力いただきありがとうございました。 
内容については、先のページで書かれているので、そち

らをご覧ください。こちらでは裏話を述べます。まずは、

会場での配布物に白紙が混ざっていた件。印刷機の調子が

悪くて、急遽、別の施設へ移動して印刷したり、枚数もか

なりあったりで、製本するのも一苦労したため１冊ごとの

確認ができませんでした。 
当日は、パワーポイントが上手く起動せず、進行が遅れ

てしまいました。慌てて、PDF の資料を画面共有したた

め、見づらかったかと思います。そして、質疑応答の時間

が十分に取れなかったこと。会場や zoom の方ともやり取

りがしたかったのですが、内容を詰め込み過ぎたのかもし

れません。併せて、お詫び申し上げます。 
お子さんの障がいの程度も年齢も幅広い会員向けにど

んな内容にするのか、かなり考えました。体験談をお話し

くださる会員さん探しも難航しました。同じ思いを持った

保護者の体験談は今後も継続して聞きたいという声をた

くさんいただいています。（お話くださる方、または心当

たりがある方、ご連絡ください！） 
人生の第３ステージを迎えた委員会の大半を占めるお

ばちゃんたちは、終了後ドッと疲れはしたものの、反響の

大きさに気分を良くし、すでに第２回の開催に向けて歩み

始めています。今後も、子どもも親も笑顔（スマイル）で

いられる方法を皆さんと一緒に学び、考え、市政等に反映

できるよう当事者の声を伝えていきたいと思います。 
（報告者 伊藤 幸枝） 

 

 

 
陶芸教室参加者の作品を展示して、皆さんに見ていただ

きたいと、以前から陶芸の安藤先生と相談していましたが、

今回『静岡県障害者芸術祭』で、１０月２９日～１１月６

日の間、クリエート浜松の会場に応募作品を展示してもら

う事ができました。たくさんの作品を出展していただきあ

りがとうございました。 

９月には、私がコロナ感染したため、講座を１回と、紙

チラシ配布を中止しましたが、あちこちでチラシの画像を

転送してくださった方がいたようで、皆さまのおかげで発

達支援講座は続いています。１１月２７日（日）の「放課

後等デイサービスの話」は申し込みが大変多く、りんごジ

ャム作りも定員に達しました。ありがとうございました。 

コロナに限らず、家族の体調不良、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。            （報告者 前堀 告予） 

                                   HAND  IN  HAND  ７ 

発達支援委員会 

児童委員会 

地域生活支援委員会 

成人部会 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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                                     

編集後記  
 我が家も 9 月末に家族全員がコロナに罹患しました。スタートは長

男。やはり介助が必要なので家庭内隔離は無理でした。自宅待機期間

の途中で備蓄が底をつき、何人かの方に助けていただきました。日頃

からつながっていることの大切さを実感しました。感謝です。 Hiro 

 問い合せ先  
  広報委員会 

ikuseikai@hamamatsu-ikuseikai.com 
   TEL／FAX 053－475－0448 

 編集委員募集中！ 

      12/17（土）「就労を考える講演会」（あいホール）【中学校部会】 

            講師：（株）ソミックワン・浜松学園山本副園長・小出会長 

      12/25（日）社協主催：クリスマスイベント（福祉交流センター小ホール） 

            10：00～12：00 （ハッピークワイア出演）【成人部会】 

      12/26（月）「リンゴジャム・栗きんとん・紅白なます作り」 

（曳馬協働センター料理教室）午前・午後【発達支援委員会】 

       1/ 8（日）第 6回親子で歌おう！ハッピークワイア（福祉交流センター）【成人部会】

       1/14（土）静岡県知的障害者相談員研修会（シズウエル）13：00～15：00 

       1/15（日）「親子陶芸教室」（曳馬協働センター）【発達支援委員会】 

       2/12（日）「発表会で新春を盛り上げよう！（仮）」（福祉交流センター小ホール） 

            13：00～15：00  【成人部会】 

       2/15（水）第 5回「お話し広場：小出会長を招いて」（場所未定）【小学校部会】 

       2/24（金）中学校発達支援学級連合卒業生激励会（福祉交流センター）【中学校部会】

       2 月未定 「いちご狩り」 【特別支援学校部会】 

       2 月未定 「親子アート教室」 【特別支援学校部会】 

       3/25（土）卒業と進級を祝う会（サーラ音楽ホール） 

【小学校部会・特別支援学校部会】 

       3 月未定 西部地区知的障害者相談員研修会【相談支援委員会】 

 
 
● 正会員の方へ 
年明けにご案内を差し上げる予定ですが、来年度の会費納入をお願いします。引き続き会員とし

て活動に対するご協力をお願いします。また、登録内容に変更があった方は、訂正連絡票のご提

出もお忘れなく。 
  年会費 ２，５００円  納入期限：令和５年 3 月３１日 

● 賛助会員の方へ 
 日頃より、育成会活動にご理解とご協力をいただき感謝いたします。 
 令和５年度も引き続き賛助会員としてご支援いただきたいと存じます。 
また、一人でも多くの方にご入会いただけるよう、お知り合いの方にも 
お声掛けをよろしくお願いいたします。 

  年会費 １口 １，０００円（何口でも結構です） 納入期限：令和５年 3 月３１日 

★★新規のご入会は、随時受付けております。事務局までご連絡ください★★ 
           連絡先：事務局（和合）TEL 053-475-0448（小出） 

会員のみなさまへ 
振込手数料は、本人負担となります。ご理解をお願いします。 

会費納入のお願い 


