
（１）障がい児・者支援事業 

 交流サロン（月 1回）、福祉器具のリサイクル等（下記） 

（２）チャレンジド・プロジェクト 

 障がい児・者や家族の講演会、書籍の出版、映画上映会等 

（３）健常者・障がい者交流事業 

 バリアフリーコンサート、体験、セミナー等 

○６月２６日（日）遊学舎 映画「みんなの学校」 

                    バリアフリー上映会 

 不登校ゼロを目指す大阪市立南住吉大空小学校の取り
組みを紹介し、第 68 回文化庁芸術祭大賞など数々の賞を
受賞したテレビドキュメンタリーを劇場版として再編集した作
品。（午前と午後の２回上映、大人￥１０００、子ども￥５００ 
当日は大人￥１５００、子ども￥８００） 

 

○７月２３日（土）遊学舎 織田友理子さん講演会 
 「ＰＡＤＭ遠位型ミオパチー患者会」「車椅子ウォーカー」代
表。手足の先の筋肉から衰えていく進行性の筋疾患「緑取
り空胞を伴う遠位型ミオパチー（ＤＭＲＶ）と診断を受け、関
係各所との連携をとり精力的な活動を展開している。 
 

○９月１９日（月）にぎわい交流館ａｕ 

    みんなで創るバリアフリーコンサート Ｖｏｌ．２ 
 参加制限なく、０歳児でも、ずっと座っていられない方で
も、介護ベットに横たわった状態でも参加できるコンサートで
す。健常者と障がい者とが出逢い、ともにプロによる生の音
を楽しむためのものです。 

福祉器具のリサイクル：くるくる 

2歳～5歳ぐらいの子どもが使用で

きる福祉器具のレンタル 

（手帳がまだ取得できていない方） 

佐々氏の著書 

 現代書館より発売中です。 

 

（斎藤雅和 記） 

 

 

 

 

 

「ＮＡＯのたまご」は、①どんな障がい（病気含む、以下同じ）を持つ子どもが生まれても 

 その子どもや家族が必要とする支援が得られる、②その子どもの両親やきょうだい児も 

  当たり前に個々の望む人生を送ることができる、③障がいを持つ人が当たり前に存在し日 

  常的に触れ合う機会がある、④誰でも成人したら自立して生活できる、そんな共生社会=誰 

もが生きやすい心のバリアフリーが浸透した社会の実現を目指す団体です。 

代表の佐々百合子さんの長男である尚武くんは、常位胎盤早期剥離による低酸素の後遺 

症で重症心身障害児となりました。たくさんの方から愛され一生懸命に生きてきた尚くん。 

2014年 11月 10日、急性気管支肺炎の為、2歳 3か月という短い生涯を閉じました。 

介護にかかった膨大な時間、「尚くんがくれた時間」を、「今を生きる障がい児やその家族 

の笑顔を守ることに使いたい、それが尚くんの望みであり生きた証にもなる」という佐々さん 

の思いともに、様々な活動をされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ５２年間使用された庁舎に別れを告げ、５月６日から新庁舎で全面的に業務が開始されました。新聞やテ 

レビ、秋田市広報等でも新庁舎が紹介され、すでに各種手続きで訪れた方もいらっしゃるのではないでしょ 

うか。私も業務の関係で頻繁に出入りする市役所ですが、物珍しさに探検してききましたので、少しご紹介 

したいと思います。 

    

庁舎１階の中心部は最上階６階までの吹き抜けになっており、 

天窓から自然光が降り注ぎ、開放的な待合ロビーを明るく照ら 

しています。この待合ロビーの一角には番号発券機があり、市 

民課（住民票や戸籍謄本等の交付）と国保年金課（障がい基礎 

年金等の申請）の手続きの際にはこの番号カードを受け取り順 

番を待つことになります。番号発券機の周囲にはフロアマネジ 

ャーがおり、親切に各種案内をしてくれるので心配ありません。 

    

皆さんの多くが行かれると思われる「障がい福祉課」窓口は、 

正面玄関から入って右側奥に位置します。前の庁舎の福祉棟に 

あった時と同様、黄色の番号札を取り、順番を待つことになり 

す。障がい福祉課の窓口の向かえの待合スペース周辺にはカタ 

ログスタンドや掲示板に各種パンフレット・ポスターなどが掲 

示され、様々な情報が発信されています。また、新庁舎は「ユ 

ニバーサルデザイン」を採用し、山王大通りの歩道やバス停か 

ら庁舎までの通路には、屋根と融雪設備を整え、バリアフリー 

の庁内は障がい者対応のエレベーターで各フロアを行き来出来、

各階には障がい者用トイレが配置されています。 

そして、２、３階には中央市民サービスセンター「センタース」があり、多目的ホールや音楽室、調理室・ 

和室・洋室等もあり、各種会合・研修会等が開催されるスペースもあります。今年度の当方も関係する相談機 

関連絡会主催の「総合相談会」でも会場として使用します。また、同じく２階には旧庁舎時は地下にあった食 

堂がガラス張りの明るい雰囲気に生まれ変わり、利用しやすくなりました。テラス席もあり、職員さんだけで 

はなく一般市民も気軽にオシャレに食事を楽しめる空間となっています。順次解体される旧庁舎の敷地は駐車 

場と広場が整備される予定で、市民の憩いの場となるでしょう。                                                      

                           

   この新庁舎は１００年間使い続けることを見据え、中長期修繕計画を作成し、 

適切な維持管理が行われるとのこと。秋田市の行政の「顔」というべきこの庁 

舎を市民の一人として大切に利用して頂きたいものです。 

きっと、釘１本くらいは私が収めた税金なのかな・・・ 

 

              

 

平成２８年６月発行 Ｎｏ，４８  

竹生寮 相談支援事業担当  ☎０１８－８３４－２５７７  

秋田育明会ホームページ http://www.ikumei.or.jp/  

支援事業専用Ｅメールアドレス tk-sien@ikumei.or.jp 

交流サロン：ころころ 

子どもも一緒に気軽

に参加できるサロン 

竹生療（パン工房きらっと）で 
特別販売しているパン♪ 

活動の内容 今後のイベント予定 

問い合わせ先  「ＮＡＯのたまご」 
ＴＥＬ：０９０－２６３３－３０１７（佐々） 
メール：ｎａｏｎｏｔａｍａｇｏ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 
HP：http://www.facebook.com/nao.barrierfree 

    http://naonotamago.wix.com/home 

 

 
サークルの紹介 

コーナー ＮＡＯのたまご 
障がい児・者家族∞つなぐネットワーク 

むげんだ 

音楽療法を楽しむ尚くん

と、母の百合子さん 

編集後記 

 私事ですが、最近小６の娘が犬を飼いたいと言い出しました。自分で面倒を見るから！と宣言していましたが、そ

の前に毎朝定時に自分で起きてもらいたいと思う今日この頃です。私にとってもペットは魅力的ですが、いつか来る

お別れを想像するだけで悲しくなるからちょっと…と娘へ伝えたところ、犬の代わりに大小様々なぬいぐるみを集め

始め、ベッド周辺をぬいぐるみだらけにして至福の時間を過ごしていました。…前向きに考えてあげようかな。            

今年度もスタッフ一同よろしくお願いいたします。                        （佐々木） 

 

祝！秋田市新庁舎 ～建物探訪記～ 

 

 

http://www.ikumei.or.jp/
mailto:tk-sien@ikumei.or.jp
http://www.facebook.com/nao.barrierfree
http://naonotamago.wix.com/home


短い間でしたが、大変お世話 

になりました。利用者の皆さん 

と一緒に活動したり行事に参 

加したりして、とても充実した

２年間を過ごすことができました。竹生寮を離れる

ことにしましたが、皆さんがいつも元気に過ごせる

よう願っています。ありがとうございました。 

大滝が３月末で退職となり、大山が再び療育に携わることになりました！ 

相談は斎藤・佐々木・菊池、療育は渡邉が引き続き担当させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

    今回ご紹介するのは、『福祉理容店 幸のとり』です。将軍野の住宅街の一角にお店があります。スライドドア 

開け足を踏み入れると、木目調の壁に鳥がモチーフの装飾などおしゃれな雑貨屋さんかカフェのような理容店 

です。店主の村田さんは、介護施設や病院付けの理容店で１０年以上勤務した経験から、車いすを使用してい 

る方・ハンディを持っている方が気軽にそしてリラックスできるよう応対してくれます。 

      体や髪に触られるのが苦手な方や、慣れない場所でのカットはちょっと不安だな～という場合でも、お客さん目 

線で安心・安全に利用できるように関わりや環境など一緒に考えてくれます。 

     付き添いの家族の方も、理容を待っている間くつろげるカフェスペースもあり、雑誌を見ながらゆっくりお茶を飲 

みながら、仕上がりを待つことが出来ます。 

好きな音楽を持参いただくとバックミュージックを聴きながら、また好きな飲料の持ち込みも可能ということで、 

ご相談いただければ柔軟に対応していただけます。 

男女年齢問わずどなたでも気軽にご利用出来る『幸のとり』です。これから夏シーズン！！かっこよく！・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開催日 時間 場所 

第 1 回 平成 28年 4月 17日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

第 2 回 平成 28年 6月 19日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

第 3 回 平成 28年 ７月 7日（木） 11：00-15：00 保健所（八橋） 

第 4 回 平成 28年 8月 21日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

第 5 回 平成 28年 10月 16日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

第 6 回 平成 28年 11月 10日（木） 11：00-15：00 秋田市役所庁舎 

第 7 回 平成 28年 12月 18日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

第 8 回 平成 29年 2月 19日（日） 13：30-16：00 遊学舎 

わいわいピクニック 

6月 25日（土） 

秋田内陸線列車 

角館～米内沢 

なかよし交流会 

8月 27日（土） 

竹生寮訓練棟 

 

乗馬セラピー 

9月 11日（日） 

竹生寮グラウンド 

わくわくハイキング 

10月 15日（土） 

北欧の森公園 

ニコニコ楽しみ会 

12月 10日（土） 

竹生寮訓練棟 

のりのりカラオケ 

2月 25日（土） 

シダックス 

秋田新国道クラブ 

のおしらせ～ 
平成２８年４月１日より県立特別支援学校の学校名が変わりました 

福祉理容店 幸のとり  

今年も開催 

するよ！ 

 

 
 

 

          皆さまお久しぶりです。 

今年度からまた担当させて

いただくことになりました。

歳は取ってしまいましたが、 

変わらず元気に活動していきたいと思います！ 

よろしくお願いします。 

料金メニュー   税別 

・カット  ：３０００円 

・シェービング：２０００円 

・シャンプー：１０００円 

・セット  ：４０００円 

 

秋田市将軍野青山町 15-22 

℡０１８－８０７－０１８４ 

営業時間：９：００～１８：００ 

完全予約制：不定休 

ｈｔｔｐ：//ｋｏｕｎｏｔｏｒｉ．ｉｎ．ｎｅｔ 

ｍａｉｌ：ｋａｏ＠ｋｏｕｎｏｔｏｒｉ．ｉｎ．ｎｅｔｏ 

 外出が難しい方には自宅・病院・施設などへの出張対応も

可能です。ご相談ください。 

主催～秋田市障がい者総合支援協議会相談機関連絡会 

 平成１９年４月施行の学校教育法の一部改正により「盲学校」「聾学校」「養護学校」という種別がなくなり、

「特別支援学校」に一本化する制度がスタート。県教育委員会で各学校の意向を確認しながら検討をすすめ平

成２８年４月１日に各特別支援学校の名称変更となりました。県央地区は以下の通りです。 

秋田県立 盲学校 

 〃   聾学校 

 〃   秋田きらり支援学校 

 〃   栗田養護学校 

 〃   養護学校天王みどり学園 

 

秋田県立 視覚支援学校 

 〃   聴覚支援学校 

 〃   秋田きらり支援学校 

 〃   栗田支援学校 

 〃   支援学校天王みどり学園 

※秋大附属特別支援学校は今まで通り 

☆竹生寮・柳田新生寮・ふきのとう合同行事   ふれあい夏祭り 7月 27日（水） 

                       育 明 祭   10月 1日（土） 

☆ボランティア講座   7月 30日（土）～8月 27日（土） 

※各行事は日程や詳細について変更になる可能性があります。参加される前に詳細についてご確認ください。 
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