北区障害者地域自立生活支援室より
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“支援室だより”は印刷されたもののほか、視覚に障害のある方のために、「点字サークル六星会（福祉セン
タークラス）」のご協力で 点字版 を、「音訳グループやまびこ」のご協力で 音訳版 を作成しています。ご希
望の方は支援室までご連絡ください。（TEL・FAX 兼用：03-3905-7226）
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若葉福祉園 赤羽西福祉作業所 赤羽西福祉工房 文化祭のご案内
10 月 27 日（土）10 時～15 時に若葉福祉園、赤羽西福祉作業所、赤羽西福祉工房、各施設のお祭が開催
されます。3 ヶ所の施設とも、近い場所に建っていますので足を運んでみてはいかがでしょうか。
アクセス：赤羽駅西口より国際興業バス「日大病院行、池袋東口行、西が丘競技場行・王子駅行」に乗車。
『赤羽自然観察公園』下車すぐ。

～【若葉福祉園】～

～【赤羽西福祉作業所】～

～【赤羽西福祉工房】～

模擬店・ゲーム・バザー・

作業の紹介、自主生産品展

ステンシル体験、ゲーム、

アトラクション・自主生

示・販売、喫茶、バザー、

喫茶、陶芸・ステンシル・

産品販売

模擬店等

自主生産品販売等
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障害者作品展のご案内
12 月 8、9 日に開催される障害者作品展に支援室では「ネイルアート」と「ぽち袋作り体験」を出
展します！

(受付 10：30～)
【場 所】

北区立障害者福祉センター2 階 北区障害者地域自立生活支援室

【協 力】

山野美容芸術短期大学

【対 象】

どなたでも。ただし、障害者の方優先。

【定 員】

先着 40 名
当日 10：30 より、お好きな時間の予約券を先着順に配布いたします。
なくなり次第、終了とさせていただきますのでご了承ください。

※事前予約は受け付けておりませんので、直接会場までお越しください。
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【場 所】 北区立障害者福祉センター 2 階
北区障害者地域自立生活支援室
ＥＶ

【内 容】 使用済みの点字用紙を再利用して、お一人様
3 枚までかわいいポチ袋としおりが作れます。
※事前予約は受け付けておりませんので、直接会場まで

援
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北区障害者地域
自立生活支援室
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ポチ袋はお年玉袋として使われるこ

北区立障害者福祉センター２階見取り図

とが多いですが、小物などのプレゼン
トのラッピングや、小さなメッセージ

北区障害者地域自立生活支援室の場所は、

カードの封筒としても使えます。

２階、正面玄関を入って奥のエレベーター
右奥になります。

12 月 10 日（月）
、支援室は休室いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
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成年後見制度講演会「親族後見のいろいろ」を開催しました
9 月 8 日（土）に小平市地域包括支援センター中央センターの
藤原氏をお招きし、成年後見制度講演会「親族後見のいろいろ」
を開催しました。
藤原氏は多くの知的・精神障害者の方の成年後見案件に関わら
れていて、ご自身の経験の中から、たくさんの事例を挙げながら
わかりやすくお話しをしてくださいました。

お話しの中で出てきた事例をいくつかご紹介します。
①親亡き後のフォローを考えた任意後見契約
知的障害者の親御さんが親亡き後のことを考え、両親
が元気なうちに信頼のできる専門職の方とお子さん
との後見契約を締結。ご両親が認知症等になることも
検討し、お父様とも任意後見契約を結んだ。

②地域移行に伴う成年後見人の申立て
入所施設から出て地域生活に移行するため、アパート等の契約を行おうとしたができず、成年後見人
の申立てを行おうとした。しかし兄弟はいるものの疎遠であったため、なかなか申立てに至らず、時
間を必要とした。
③ギャンブル好きの父親が娘の障害年金に手を付けたいがための申立て
本人の年金に手を付けるため、父親が申立てをし、後見人になろうとしたが、家庭裁判所の判断で専
門職が後見人として選任され、その結果本人の年金が守られた。
様々な事例をご紹介していただき、親族間が疎遠な場合の手続きまでの道のり、成年後見制度の利
用のメリットやデメリット等を詳しく知ることができました。
ご参加いただいた方からも「とてもわかりやすかった。自分自身も 38 歳の知的障害の娘と二人暮ら
しなので、いろいろと参考になった」
、
「新聞や雑誌等でおおまかなことを読んだことはあっ
たが、具体的なことや事例、現状のことまではわからなかったが、今日の話しを聞い
て実情がわかってきた」等のお声をいただきました。

当日は 50 名を超える方々にご参加いただき、
「成年後見制度」への関心の高さを知
ることができました。支援室では今後も成年後見制度に関する講座を開催していく
予定です。何かご希望がございましたら、お気軽に支援室までご連絡ください。

3

国際福祉機器展に行ってきました
9 月 26～28 日に東京ビックサイトで行われた「第 39 回国際福祉機器展

H.C.R 2012」に行ってき

ました。支援室からは、毎年職員を派遣し、最新の福祉機器の情報を収集しています。今回は、気に
なった福祉機器をいくつかご紹介いたします。

◆けん引式車いす補助装置「JINRIKI（じんりき）」
世界初！車いすの緊急避難装置！

『押すだけの車いすから引くこともできる車いすへ』
（押す）＋（引く＋前輪を浮かせる）=驚きの操作性
JINRIKI（じんりき）は、今お使いの車いすに装着が可能です！
通常の「押す」という機能に「引く＋前輪を浮かす」という機能
をプラス。けん引バーを設置したままでも跳ね上 げ機能がついて
いるので乗り降りも楽々！
※機種によってお取り付けができない場合があります。
お問い合せ：株式会社 JINRIKI
〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 1027-1

TEL : 0265-98-8998

FAX : 0265-98-8968

◆低床介護ベッド「床ピタ」
床までピッタリ下がる！ ふとん感覚・転落しない介護ベッド

0～55cm まで
調整可能

就寝時には 0cm まで下げて、ふとん状
態でお休みいただけますので、転落事
故が防止できます。
リモコンで 0cm から 55cm まで任意の高
さに調整できるので、ベッドから車イ
スへの移乗などには、腰への負担を大
幅に軽減できます。

お問い合せ：株式会社 ダイチ
〒111-0042

東京都台東区寿 3-16-2

TEL : 03-5828-7311

FAX : 03-5828-7330
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◆エコムエアマスク
ウィルス・細菌・花粉対策に！

二酸化塩素により携帯しているだけで、ウィルスや細菌などから身を守り
ます。除菌・消臭効果は、開封後１ヶ月間持続します。
・二酸化塩素は、分子内酸素による酸化作用により、標的とするウィルス・
細菌を構成しているタンパク質を酸化します。また悪臭の原因となる物質
も酸化分解するので、根本的な除菌・消臭ができます。
・二酸化塩素は塩素の約 2.5 倍の酸化力がありますが、トリハロメタン等
の有害な塩素化合物を生成しない、人と環境に優しい特性を持っています。
・優れた除菌・消臭効果がありますので、置いておくだけでも効果的です。
お問い合せ：新光 株式会社
〒173-0033

板橋区大山西町２－３

TEL：03-3972-0688

SK ビル

１F

FAX：03-3972-0689

◆うなずきかぼちゃん
聞き上手、話し上手のコミュニケーションパートナー

スマイルサプリメントロボット「うなずきかぼちゃん」は、小さ
な男の子の姿をしたコミュニケーション型ロボット。
話しかける声や各種のセンサーに反応していろいろなおしゃべ
りをしてくれます。
共感を表すようにうなずいたり、
「おばあちゃん」
「おじいちゃん」
などの呼び名を使って話せるかわいいパートナーです。
・一年を通して季節や時間に合わせたおしゃべりや季節の歌をう
たってくれるので、季節感・時間を感じ取れます。
・コミュニケーションをたくさん取るほど言葉が増えたり、歌を
長く歌えるようになります。

お問い合せ：ピップケアウェル安心株式会社
〒113-0033

文京区本郷 2-17-15

TEL：03-3813-2901
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情報提供
救急医療情報キット 防災用ホイッスルが配布されます
緊急時に一人暮らしの高齢者などの医療情報を把握できるように、北区では下記の対象者に救急医療
情報キット、防災用ホイッスルを無料配布しています。

救急医療情報キットとは
一人暮らしの高齢者の方などが自宅で救急車を呼び、医療行為を
受ける際、必要となる「かかりつけ病院」「服薬」「持病」などの
医療情報を専用の保管容器に入れ、冷蔵庫に保管し、万が一の緊
急事態に備えるためのものです。

防災用ホイッスルとは
日頃から身につけていることで、災害時などの万が一の際、周囲に存在
を知らせる防災用ホイッスル（笛）です。ホイッスルの中には住所、氏
名、緊急連絡先などを記載するＩＤ（身元証明）シートが収納できます。
【配布対象】下記の方で希望される方
①７５歳以上の方
②６５歳以上７４歳以下で一人暮らしの方
③障害のある方

【配布場所】王子・赤羽・滝野川障害係
区内の高齢者あんしんセンター１３か所

【配布期間】平成２４年１０月１日（月）～１２月２８日（金）

【問い合せ】王子障害相談係

TEL：03-3908-9081

赤羽障害相談係

TEL：03-3903-4161

滝野川障害相談係

TEL：03-3915-0134
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区民コンサート in 北とぴあのご案内
北区民オーケストラ＆北区民混声合唱団ジョイントコンサートが開催されます。

≪日時≫

２０１２年１０月２０日（土）

≪会場≫

北とぴあ

≪費用≫

入場無料・全席自由

午後６時開演（午後５時１５分開場）

さくらホール

※当日、先着順にご入場いただけます。
満員の場合は、ご入場いただけないことがあります。

≪内容≫

オープニング「北区のうた」
○第１部

混声合唱ステージ

・混声合唱とピアノのための『見渡せば』‐明治の唱歌編曲集－（寺嶋陸也編曲）
・Sancta Maria, Mater Dei KV273（モーツァルト作曲）
・Misericordias Domini KV222（モーツァルト作曲）
・Ave Verum Corpus KV618（モーツァルト作曲）

○第２部

オーケストラステージ

・交響曲第４番 ニ単調 作品１２０（シューマン作曲）
・
『ウエスト・サイド・ストーリー』よりシンフォニックダンス（バーンスタイン作曲）
・
『江～姫たちの戦国～』メインテーマ（吉俣良作曲）

≪問い合せ≫

（公財）北区文化振興財団文化振興係

電話

5390-1222

※車いす席をご希望の方は、上記問い合せ先にてご予約ください。数に限りがあります。

視覚障害者の祭典アメディアフェアのご案内
視覚障害者向けの便利グッズが一堂に会する「アメディアフェア」が開催されます！

日時：2012 年 12 月 23 日（日） 10：30～16：30
場所：東商センター3 階（ＪＲまたは地下鉄「浅草橋駅」より徒歩 5 分）
費用：無料
内容：視覚障害者向け日常生活用具、補装具、生活便利グッズなど展示、販売
問い合せ：株式会社アメディア
ＴＥＬ：03-6915-8597（9:15～17:00)
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愛恵福祉支援財団 懸賞論文のご案内
愛恵福祉支援財団で、第 14 回懸賞論文・エッセイ「豊かな福祉社会を創るために
～本当に大事なものとは～」を募集しています。

◆応募方法◆
１．応募締切：２０１２年１１月３０日（金）
２．対象
・学生の部
中学生・高校生・短期大学生・大学生・専門学校生など
・専門職の部 高齢者及び障害児・者福祉施設などの職員の皆さん及び在宅福祉現場で働く
皆さん
・一般の部
高齢者及び障害児・者介護に関する体験を持つ方
３．提出方法：Ａ４版４００字詰原稿用紙横書き２枚以上５枚まで
ＰＣ・手書き共に可能（手書きの場合は読みやすい字でお書き下さい）
表紙に①タイトル、②氏名（ふりがな）、③郵便番号、④住所、⑤電話番号、⑥メール
アドレス、⑦懸賞論文を知ったきっかけを記入し、各部門を明記の上、郵送あるいは
ＦＡＸにて送付
※（１）学生の部に応募される方は学校名・学科・学年を明記してください。
（２）専門職の部に応募される方は所属団体・担当業務を明記してください。
（３）一般の部に応募される方は職業などを明記してください。
◆ 賞 ◆

最優秀賞
優 秀 賞

各 １ 点・・・・・・賞状と副賞（５万円）
各 ３ 点・・・・・・賞状と副賞（２万円）

佳

若干数・・・・・・賞状と副賞（１万円）

作

◆問い合せ・応募先◆
東京ＹＭＣＡ会員部内「懸賞論文募集」係
〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20
ＴＥＬ：03-3615-5568 ＦＡＸ：03-3615-5578

編集後記
北区障害者地域自立生活支援室から“支援室だより”第 56 号をお送りしました。今年も国際福祉機器展
が開催されました。今年の福祉機器展は、心なしか防災グッズの種類が増えていたような気がしました。
いざというとき慌てない為に、日頃からの心がけが大切ですね。

＊

＊

＊

＊

＊

10 月だというのに、まだまだ暑くなる日がありますね。そろそろ衣替えをしなきゃ！と思うのですが、な
かなかタイミングがわかりません。秋の夜長でついつい夜更かしをしてしまいがちですが、気温の寒暖差
た
が激しくなる時期、風邪をひかないよう体調に気をつけましょうね。○

発行：北区障害者地域自立生活支援室
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TEL&FAX：03-3905-7226

