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療育キャンプ・レクリエーション

キャンプ
《

紋別父母の会

》

旭川療育センターからは医療課長、看護師、
ＰＴ２名の計４名が来られ、診察や訓練をして
いただきました。

令和４年７月７日(木)から８日（金）の２日
間「第59回

久しぶりの開催に、会員たちは旭川療育セン

紋別市肢体不自由児療育キャン

ターの先生たちとお話しながら訓練や診察など

プ」が西紋こども発達支援センター「ステッ

を行い、2日間の日程を無事終了することがで

プ」において開催されました。

きました。

コロナウイルスのまん延により、３年間中止

来年もコロナ前のような形では難しいとは思

となっていましたが、今回はコロナ対策から、

いますが、少しでも多くの方との交流ができる

開会式や閉会式、夕食会や昼食会は中止となり、

ようなキャンプに戻ることを期待しております。

会場には順番に入る形で、なるべく多くの人と
の接触を避けるように規模を縮小した形の開催
となりました。

レクリエーション
《

千歳父母の会

》

〜ドライブ外出㏌札幌〜
コロナ感染が未だ収まらない中で、なかなか
行事が出来ず楽し事ができない日々が続いてい
ますが、今回は感染対策の安全が少しでも保た
れているはずの、「札幌かでる２、７」にて軽
めの体操、踊りを楽しみ、ホテルのデリバリー
でお弁当を各自チョイスして、デザートにケー
キが付き皆美味しく頂きました。
今回のキャンプは参加者８名、家族９名、学
校の先生などからは４名が参加しました。
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それから、福祉バスとめいぷる車で新さっぽ
ろまで移動、買い物の目的のある人はボラン

2022年10月30日

ティアさんと店内に、その他の人は、青少年科

天候にも恵まれ気持ちの良い秋晴れ！

学館は、残念ながら定休日でしたが（汗）周り

ぶどうのいい香りに真っ赤なリンゴがたわわ

を散策、日陰で水分補給をしました。
幸いお天気に恵まれ、「かでる」なのでトイ
レの心配もなく楽しく終えられました。

になっていました。
ぶどうは種があるものやない物、甘いとか、
味が薄い…など、りんごやプルーンも同じく、
色んな種類を皆んなで食べ比べしたり、シェア
したりして、時間も忘れてお腹いっぱい食べま
した。

昼食は無しでしたが、とても美味しく楽しい
時間を過ごす事が出来ました。
《

登別父母の会

》

10月２日、壮瞥町ほりぐち果樹園で野外レ

コロナ禍でまだまだ外出にも気を使いますが、

クくだもの狩りに行きました。（３家族９名ボ

広い果樹園で久しぶりに太陽にあたり気持ちが

ランティアさん２名）

よかったです
親子でリフレッシュできました。
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車いすシーティングの体験に参加して
７月９日（土）、１０日（日）にかでる2.7大会議室で開催された「全肢連北海道ブロック地域指
導者育成セミナー」において、シーティング体験をされた父母の会の方から感想が寄せられましたの
で、ご紹介します。感想をお寄せいただきました皆さんありがとうございます。
【札幌父母の会 加藤さんとそのお子さん】
― お母さんからの感想 ―
７月９日のシーティングのセミナーのお知ら
せをいただき、以前から気になっていたことと、

― お子さんからの感想 ―
今回のシーティング体験を通して、座面やベ
ルトの太さをかえるだけでこんなに体が楽にな
るとは思いませんでした。

遥翔は体幹麻痺もある為、腹筋が使えず胸ベル

次回、車椅子を作り直す時にシーティング体

トに頼りながら座るので前傾姿勢になり、背中

験で教えてもらった事を活かしながら、楽でな

で頑張ってしまい、そのため最近は、背中、腰

るべく疲れない車椅子作りを、業者さんとして

に痛みが出たりしていたので、シーティングで

いきたいと思います。

改善することが出来ればと思い参加させていた
だきました。
講演は、とても分かりやすくお話をして下さ
りました。
活用すると変形予防、片側に傾く姿勢の改善、
褥瘡予防、視野の確保、痛みの緩和や除去、食
べること、飲み込むことの改善、筋緊張の緩和、
呼吸の改善など、、、
ベルトなどでガチガチにして動けなくするの
ではなく、残存機能を最大限に発揮できるよう
に活かしながら、二次障害予防にもなる。
講演後のシーティング体験で、スペシャリス
トの山崎さんに背中の痛みを相談したところ、
車イスの背もたれ部分の張りを強くし直し、胸
ベルトの変更、腰の真ん中部分にクッションを

【函館父母の会 山谷さん】
この度、シーティングについて、学び体験を
する事ができました。
私の子供、山谷

幹は２９歳になり、日常寝

足すことや、座面の変更を提案して下さり、業

ている時以外ほとんど車椅子で過ごしています。

者さんがアドバイス通りにしてみてくれたとこ

近年背骨の湾曲が気になり、長時間車椅子に

ろ、遥翔がすぐに「あっ！楽だ〜」と言った言

乗っているのが、つらそうな時が見受けられま

葉を聞いた時は、参加して良かった！！と思い

す。親として、何とか快適な環境を提供出来な

ました。

いかと、いつも思っておりました。

来年作り直す車椅子作成に活かしたいと思い
ます。

今回学んだ事で、正しい姿勢を保持する事で
様々な事が改善する事が分かりました。快適性
だけでなく健康面でも又、二次障害を防止する
ため、たいへん有効な技術と思いました。ぜひ
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私の子供にも、この技術を提供して快適な環境
作ってやりたいと思っております。
また、函館父母の会の会員に、会報にて紹介
し多くの会員にこの体験を伝えたいと思います。

【旭川父母の会 新崎さん】
7月９日の全肢連の育成セミナーで車いす
シーティング体験が出来るということで旭川か
ら参加させて頂きました。
私も主人も以前から車いすシーティングに興
味があったのでとてもいい勉強になりました。
うちの子は体幹機能不全があり座位の姿勢も
あまりいいものではありません。
身体に合わせて作ったはずの車いすがいざ出
来あがった時には身体にフィットせず座面から
ずり落ちたり仰け反った状態なっていたり、調
整が上手くいかないことに悩んでいましたが、
アドバイス通り座面とベルトを変えるだけで正
しい姿勢になり見た目もスッキリして本人もと
ても満足そうでした。

【北広島父母の会 井上さん】

正しい車いすシーティングをすることによっ

平成28年開催の全道福祉大会(帯広大会)で

て側弯や股関節脱臼の予防になると言うことを

山崎氏の講演を聞いて、なるほどと思い、人生

学びぜひこれから実践していければいいなと

の大半を車いすで過ごす娘の二次障害が心配で

思っています。

直ぐにシートを変えました。今回あらためて、

旭川では車いすシーティングが出来る業者さ

直接見て頂き修正するところと、補うべき部分

んがなく身体にあった車いすを作ることが難し

を教えていただき、参加してほんとうに良かっ

いかもしれませんが周囲の皆さんの力を借りな

たです。

がら子供の成長にあった車いすを作っていけた

また、配布いただいた療育ハンドブック第

らいいなと思います。

47集「シーティングで変わる障害児者の未
来」を、娘のリハビリを担当する方に見せて、
シーティングの大切さを伝えることもできまし
た。本当にありがとうございました。
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第55回全肢連全国大会（愛知）開催
第55回全国肢体不自由児者父母の会連合会
全国大会が、９月10日(土)、11日(日)、愛知
県豊橋市のロワジールホテル豊橋で開催され、
全国から約300人の参加がありました。

の環境整備がなされるために国の訴えや行政の
協力についてのお話がありました。
来賓祝辞でコカ・コーラボトラーズジャパン
㈱ベンディングの藤田総括部長から、1980年
に東京コカ・コーラ時代に全肢連とパートナー
シップを結び、1984年のコカ・コーラ100周
年の際にさわやかレクリエーションが始まり、
全国でチャリティ自販機の設置による社会貢献
などの挨拶がありました。

今年度もコロナ感染が続き、大会実行委員会
ではウィズコロナの中、感染防止対策をしっか
りとした上での対面のみの開催を進めていまし
たが、８月の感染拡大の影響が続き、開催方法
の一部変更が決まり、４つの分科会のうち第３
分科会以外は後日配信となったり、２日目の閉
会式を1日目に終えるなど、開催内容の変更や
規模を縮小した形で行われました。

式典の後、基調講演として「誰もがともに生
きていくことができるまちづくり」と題して、

「住み慣れた地域で自分らしい生活ができる

本当のインクルージョンをめざしてについて、

共生社会の実現！」の大会テーマのもと、大会

兵庫県相談支援ネットワークの玉木代表理事と

式典が始まり、全肢連父母の会の清水会長（当

田原市障害者総合相談センターの新井センター

協会会長）が主催者挨拶を行いました。清水会

長によるトークセッションがありました。玉木

長の挨拶では、２年前の宮崎大会が中止、昨年

氏は脳性まひの当事者であり、ＮＨＫのＥテレ

の東京大会が縮小とオンライン開催となり、今

障害者のための情報バラエティ番組「バリバ

回全国から一堂に会して開催出来てうれしく思

ラ」に出演。玉木氏の生い立ちからの話に新井

うこと、また、親なきあとの不安に対する安心

氏が問いかけや説明をしていきました。

した社会を築いていけるための全肢連での全国
市区町村に対するアンケート調査の実施、重い
障がいかあっても安心・安全に生活できること

次に、会場を移して開催する予定だった各分
6
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科会を第３分科会のみ全体会会場において開催

また、著名アスリートからの応援メッセージ

となりました。「大地震に備える」と題して、

があり、名古屋グランパス選手サイン入りグッ

「福祉避難所の課題」、「災害時の物資輸送及

ズやコカ・コーラ社提供グッズの抽選会も行わ

び車中泊」、「犠牲者ゼロは地域力から」、

れました。

「体験しよう備えよう」について、体験者や行
政担当者などから報告発表がありました。（質
疑応答はありませんでした。）
その他の分科会（第１：肢体不自由児者が期
待されるIＣＴ活用、第２：教育現場は今、第
４：肢体不自由児者の福祉的就労と一般就労）
については、別日程収録による後日配信となり
ました。
２日目は、当初の予定どおり心魂プロジェク
トによるデリバリーパフォーマンスとして、
「心魂SONG＆DANCE」〜今あなたに届けた
い歌たち〜の歌と踊りの披露がアフターイベン
トとして行われました。会場には約130人が参
加し、リズム体操や、１曲目の「カントリー
ロード」の演奏が流れてから、声は出せません
次に、全肢連応援SONG「笑顔をつなご

でしたが、ソーラン節など拍手による応援が続

う！」の新曲が心魂プロジェクトから上映披露

き、次に、「世界旅行」というテーマのもと、

された後、当初２日目に予定されていた閉会式

スクリーンには色々な景色が写し出され、皆さ

を開催し、愛知県肢連の後藤副会長から「障害

んが知っている「上を向いて歩こう」、ライオ

児者や家族・支援者の新型コロナウイルス感染

ンキングやアナと雪の女王のテーマ曲などが続

症の感染防止対策」などの６項目からなる大会

きました。

決議文が読み上げられ、会場の拍手をもって採

また、前日上映された全肢連応援歌「笑顔を
つなごう！」も披露され、90分のパフォーマ

択されました。
１日目の最後として、情報交換会を変更した

ンスがあっという間に過ぎていきました。

食事会が行われ、その中で、愛知県肢連東三河
ブロック児童部保護者による「我が子の近未
来」の寸劇が上映されました。予定では生の寸
劇を観れたのですが、これもコロナ禍の影響で
変更となりました。

９/10

情報交換会の様子

9/10

福祉バザーの様子
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肢体不自由児通園施設職員等研修会の開催
８月２７日（土）に北海道立子ども総合医
療・療育センター（コドモックル）のご協力に
より研修会を開催することが出来ました。一昨
年のコロナ感染影響による中止から、昨年はそ
の影響が続いた中で初めてZoomによるオンラ
イン開催が出来（旭川子ども総合療育センター
のご協力）、今回もコドモックルさんの全面的
な運営のご協力によってオンラインによる開催
となりました。道内の主に発達支援センターや
特別支援学校などから約１２０名の参加があり
ました。
昨年度開催の参加者アンケートで、「実際の
療育方法を知りたい」という内容が多かったこ
とから、今回、「脳性まひ児の療育支援の実
際」を全体テーマとして、５つの講演が全てコ
ドモックル職員によって行われました。

について、運動支援の一例の映像紹介も含めた
説明がありました。
休憩をはさみ、松下作業療法係長から「手の
発達〜日常生活における遊びと関わりの支援の
実際」として、手の役割や発達、脳性まひのお
子さんの手の課題と対応、手の発達や日常生活
の支援、作業療法の場面映像による説明があり
ました。続いて、斎藤言語療法係長から「言
語・コミュニケーション発達に対する支援の実
際」として、脳性まひの主なコミュニケーショ
ン特徴やその障害への対応（支援）の外、画像
による症例の紹介がありました。最後に、池田
視能訓練士から「視機能の理解と支援」として、
視能訓練士の紹介・説明や業務、コドモックル
での役割なども含めた視機能の理解についての
説明がありました。
Zoomによるオンラインでしたが、支援の実
際として映像や画像による説明も含め色々と工
夫をされた講師の皆さんをはじめ、オンライン
開催運営の全面的なご協力をいただきました續
センター長やリハビリテーション課の皆さん方
に大変感謝申し上げます。

（コドモックル香取医長のZoom講義）

まず、リハビリテーション科の小児科医であ
る香取医長から「脳性まひ児の診断と療育」と
して、最近の話題では、治療の判断基準・色々
なけい縮治療・集中リハビリテーションについ
て、後半では３つの事例の紹介を通じた説明が
あり、まとめとして、脳性まひの病態・麻痺タ
イプ・重症度などの様々な組み合わせ、療育介
入のポイントの違い、エビデンスに基づく最新
治療が受けられること、運動障害のほかに様々
な合併症への介入や配慮が必要であるとの講義
がありました。続いて、井上理学療法係長から
「身体の障がいをもつ子どもの身体ケアと運動
支援の実際」として、身体的特性・状態の
チェックポイント・身体ケアと運動支援の実際
8

（コドモックルからZoom講義中）

司会進行：コドモックル
藤坂リハビリテーション課長

2022年10月30日

やっと

第32回全道肢体不自由児者福祉大会（旭川大会）開催
第３２回全道福祉大会が、１０月８日（土）
に旭川市障害者福祉センター「おぴった」で開
催されました。旭川大会は、令和２年の開催延
期から３年越しの開催となりました。
今回の開催に至るまでにも、新型コロナウイ
ルスの収束が不透明の中、１日目に予定してい
たアトラクションや情報交換会の中止を決め、
さらに開催1か月前には、２日間の大会日程を
１日のみとするなど、感染防止対策を進めなが
ら何とか来場参加での開催となりました。以上
のことやコロナ第7波の影響もあって、各父母
の会からの参加申し込みも大幅に少なく、大会
参加者総数は約９０人となりました。
「共に暮らせる社会の実現」の大会テーマの
もと、大会式典が始まり、開会の言葉を大会実
行委員長の旭川父母の会浅野会長が、大会長挨
拶を全肢連父母の会会長である当協会の清水会
長が行いました。清水会長の挨拶では、２年間
開催出来ず、今回は全道の会員をかなりしぼっ
た形であるが開催出来たことは皆さん方のお力
によるものであること、重い障害がある医療的
ケアが必要な子ども達が安心安全に出来るか、
また、それぞれの地域にもどっても子ども達が
安心して暮らしていけることをこの大会で学ぶ
ことが出来たという何かひとつを自分のものと
した上で終えてほしいとのお話がありました。
歓迎挨拶として、今津旭川市長から、市では
第４次旭川市障がい者計画の基本理念を「障が
いのある人もない人も、その人らしく活躍し、
互いに尊重しあいながら安全・安心に暮らすこ
とのできるまちづくり」とし、「障害のある人
への理解の促進」を重点施策として位置付け、

各種取組を進めているなどのお話がありました。
来賓祝辞では知事代理の佐藤上川総合振興局長
と東衆議院議員の挨拶がありました。
式典の後、基調講演として「在宅重症心身障
害児者における短期入所事業の現状と課題」と
題して、北海道療育園の林園長から在宅重症心
身障害児者とその家族が抱える困りごとや短期
入所事業の現状と課題についての説明があり、
道立旭川子ども総合療育センター田中院長など
からは補足説明や質問があり、今後の課題とな
るものも含め有意義な講演となりました。
休憩後、全体会と本人部会が並行して開催さ
れました。全体会では、清水会長から、幼児
期・学齢期・卒業後・成人期・高齢期のライフ
ステージにおける課題として、障害福祉サービ
スや住まい、成年後見制度などについての報告
があり、橋本・岡田両副会長も登壇し、会場の
父母の会や関係者の方々を交えた意見交換が行
われました。体育館で行われた本人部会では、
「コロナ禍における過ごし方」についてを話題
として、父母の会の進行によって本人６人と保
護者２人が参加し、情報交換が行われました。
閉会式では、「レスパイト(ショートステイ)
事業の脆弱な体制の解消に係る制度の確立」な
どの６項目からなる大会決議文が採択され、次
期開催地の釧路肢体不自由児者父母の会から挨
拶（橋本副会長代読）があり、岡田副会長の閉
会の言葉によって大会が終了しました。
コロナの影響を引きずりながらの大会開催で
したが、開催出来たことがなによりであり、今
後の当協会の事業などを進めて行く上でのひと
つのステップになったものと思います。関係者
の皆さんお疲れさまでした。

令和４年度第３回理事会の開催
・10月８日（土）11時00分 旭川市障害者福祉センター（おぴった）３階映像スタジオ
・出席 理事８名
（審議事項）「第32回全道肢体不自由児者福祉大会（旭川大会）」大会決議文案
提案どおりに承認されました。また、報告事項として、チャリティ自販機新規設置に向けた
新たな取り組み（手法）を説明し、了承されました。
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岩田・アメフト肢体不自由児者育英基金奨学生が決定
今年度の岩田・アメフト育英基金奨学生の選考については、昨年度に引き続き募集を早めたため、
８月１８日に育英基金管理運営委員会を開催した中で審査が行われ、奨学生１３名が選ばれました。
今回は、１０校から１６名の応募があり、昨年よりも応募者が少なくはなりましたが、９月に奨
学金を届けることができ、奨学生となられた方々には、奨学金を有効に活用していただけるよう
願っています。

奨学生となられた方々の声を一部紹介します
・ありがとうございました。大切につかわせていただきます。（Ｏさん）
・奨学金をいただきありがとうございます。大切につかわせて
いただきます。（Ｓさん）
・この奨学金のおかげで、自分の学びに集中することができま
した。残りの学生生活も感謝の気持ちを忘れずに勉学に励ん
でいきたいと思います。（Ｋさん）
・色々な事に挑戦しながら、楽しく自分を成長させながら一日
一日、大切に過ごしていけたら、笑顔あふれます！（Ｔさん）
・この度は奨学金をいただけることができ、とてもうれしく思
います。これからはさらに勉強に励み、このご厚意に応え、
将来の夢に向かってがんばりたいと思います。（Ｏさん）

（Ｏさん）

（Ｔさん）

〜協力会員になっていただきありがとうございます〜
《特別会員》
北海道コカ・コーラボトリング㈱
（札幌市）
サンコー事務機㈱
（札幌市）
㈱クラーク総合通商
（千歳市）
㈱札幌義肢製作所
（札幌市）
㈱馬場義肢製作所
（札幌市）
㈳北海道理学療法士会
（札幌市）
㈲野坂義肢製作所
（札幌市）
(公財)ノーマライゼーション住宅財団（札幌市）
NPO法人わーかーびぃー
（札幌市）
林 孝一
（帯広市）
横串 算敏
（札幌市）
和田 敬友
（当協会顧問）
高橋 亨
（当協会顧問）
清水 拓也
（当協会顧問）
《賛助会員》
岩田地崎建設㈱
㈱田村義肢製作所
医療法人社団 板谷整形外科
医療法人社団 倉増整形外科
医療法人ひまわり会札樽病院
砂川市立病院
岡田 寿
金田 実
佐藤 英道
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（札幌市）
（札幌市）
（旭川市）
（岩見沢市）
（小樽市）
（砂川市）
（当別町）
（札幌市）
（札幌市）

水上
田中
松永

八行
肇
茂

（札幌市）
（旭川子ども総合療育センター）
（北斗父母の会会長）

《普通会員》
札幌ヤクルト販売㈱
（札幌市）
丸三商事㈱
（札幌市）
田村 リエ
（小樽市）
長谷川 道夫
（帯広市）
大池 京子
（札幌市）
太田 誠
（札幌市）
高橋 和明
（札幌市）
辻 智子
（札幌市）
宮﨑 まゆみ
（札幌市）
渡辺 正俊
（札幌市）
宮本 晶恵 （旭川子ども総合療育センター）
角 直剛
（旭川子ども総合療育センター）
若狭 真波 （旭川子ども総合療育センター）
廣野 明美 （旭川子ども総合療育センター）
日戸 利子 （旭川子ども総合療育センター）
鳥井 智太郎（旭川子ども総合療育センター)
小野 栄治 （旭川子ども総合療育センター）
佐藤 憲昭 （旭川子ども総合療育センター）
佐藤 繁子
（伊達父母の会会長）
川口 清典
（別海父母の会会長）

2022年10月30日

自宅近くの地下鉄の駅には、エレベーターが
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設置されていなかったので、天気の良い日には
エレベーターがある白石駅まで、サイクリング

NPO法人ホップ
障害者地域生活支援センター
代表理事

竹

田

ロードを電動車いすで、ちんたらと通勤散歩を

保

楽しんでいた。
病院や施設にいた時には気づくこともなかっ
たが、風を心地よく感じたり、冷たい風に季節

コロナウイルス感染症が流行するようになっ

の変わり目を感じたり、不便を感じながらもエ

てから地下鉄を利用する機会が少なくなってい

レベーターがないことが幸いし、通勤をそれな

るが、陽気に誘われて、久しぶりに、利用して

りに楽しく過ごしていた。

みようと思い、ICカードSAPICAを、本人分と
不特定介助者分の２枚を購入した。

幼いころから、立ち上がって歩くことができ
なかったため、よく空を見上げて、流れる雲の

最近は、加齢のせいか？病気による進行か？

形が変わる様が不思議に感じていた。その後の

よくわからないが、電動車いすのちょっとした

入院生活でも、窓から見える飽きることのない

操作でも疲労が強くなり、以前のように長時間

景色を楽しんでいた。入院中はこれといった娯

のジョイスティック操作が難しくなってきた。

楽もなかったので、唯一変化を感じることがで

そのために近ごろは天候に関係なく、ほぼ福祉

きた。

車両で外出する機会が多くなってきた。

就職して、札幌で過ごすようなり地下鉄に初

札幌で暮らし始めた頃は、車いすで利用でき

めて乗ったときのわくわく感と同じような興奮

るタクシーが少なかったこともあり、自宅から

は、今でも感じることがある。旅行の時に行き

エレベーターが設置されている地下鉄駅まで、

先々で、バスや電車に乗りたくなる乗り物好き

小一時間かけて散歩気分で移動していた時期も

は、幼い頃からの影響があるのかもしれない。

あった。その頃の、地下鉄駅はエスカレーター

風も冷たくなり、寒さで腕が動きにくくなる

があれば良い方で、事前に連絡し駅員５〜６人

までにタクシー、バスを使って出かけておきた

で車いすを担いでもらい階段を上り下りしてい

いと思う。JRの交通各社は、人口減少、在宅

た。

ワークなど通勤、通学を含めた利用客数の減少

今となっては、いつの間にか市内全駅にエレ

が将来的に更に進んでいくことを見据えて、路

ベーターが設置され、電動車いすでもストレス

線廃止、駅の無人化を進めて行きたいと考えて

フリーで利用できるようになり、改札もIC

いるようだ。

カードで車いすでも利用できるようになった。

無人化された駅は、バリアフリー化されるこ

エレベーターの扉がチェーンでつながれ、利用

ともなく、最寄り有人駅の利用を薦められてい

の度に、窓口で利用申請していたことも、遥か

くと思う。バス、タクシーを車いすで利用でき

昔の懐かしい記憶になりつつある。

れば多少の不便は受け入れなければならないか

札幌駅近くの職場で働いていた時は、タク

もしれないが、利用できる環境にはない。

シー代が少ないと車いすでは乗せてもらえない

自由に移動できるようになることを願ってい

こともあった。介助者と一緒にタクシー乗り場

るが、現実は逆行している。JRは民営化時に

に並んで順番が来てもドアを開けてもらえず、

負債免除や資金援助を受けている。バス、タク

仕方なく配車センターに連絡しても配車がされ

シー事業者も公的に準じた事業者として、すべ

ないことが多かったため、乗車料金が多少でも

ての人に移動の自由を保障する義務があると思

高くなれば利用しやすくなるのではないかと期

う。交通事業者のみなさんが最大限の努力義務

待して、少し離れた南郷15丁目近くに住んで

を行い、誰もが自由に移動できるようになるこ

いたことがある。

とを願っている。
11

No. 390

第32回全道肢体不自由児者福祉大会《旭川大会》の様子
とき：令和４年10月８日（土）

会場

受

ところ：旭川市障害者福祉センター「おぴった」

おぴった

付

開会式

基調講演

全体会

本人部会

発行者

12

閉会式

（公財）北海道肢体不自由児者福祉連合協会
〒060‑0002 札幌市中央区北2条西7丁目
TEL 011‑241‑8391 FAX 011‑251‑5027

会長 清水 誠一

HP http://www.h-doshikyo.jp
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