
「将来の社会適応に向けて ～子どもの将来の可能性と支援方法を考える～」

「身体に不自由のある子どもたちが、
　子どもとして育まれるために私たちにできること」 

「医療が必要な子どもたちの防災対策」

「とりあえず、やってみませんか。－子どもの可能性を信じて－」

「障害をもつ子どもたちの生活環境づくりの工夫
                     ～姿勢から遊びまで～（仮題）」 

第４回

高知福祉
機器展

入場無料

障害のあるお子さんの
可能性を伸ばす！

ところ 事務局

●後援
高知県、高知県教育委員会、高知市教育委員会、高知医療学院、高知県立大学、高知福祉専門学
校、高知リハビリテーション学院、土佐リハビリテーションカレッジ、平成福祉専門学校、龍馬看
護ふくし専門学校、高知県栄養士会、高知県医師会、高知県医療ソーシャルワーカー協会、高知
県介護福祉士会、高知県看護協会、高知県眼科医会、高知県言語聴覚士会、高知県作業療法士
会、高知県歯科医師会、高知県視覚障害者協会、高知県肢体障害者協会、高知県社会福祉士会、
高知県精神保健福祉士協会、高知県聴覚障害者協会、高知県保育士会、高知県ホームヘルパー
連絡協議会、高知県理学療法士協会、高知県リハビリテーション研究会、高知新聞社・ＲＫＣ高知
放送、ＮＨＫ高知放送局、KUTVテレビ高知、KSSさんさんテレビ、KCB高知ケーブルテレビ、
エフエム高知、高知シティエフエム、朝日新聞高知総局、産経新聞社高知支局、日本経済新聞高
知支局、毎日新聞高知支局、読売新聞高知支局

子どもの可能性を伸ばすために、専門職や親が学ぶセミナーです！セミナーのご案内

●主催
高知福祉機器展第4回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会・
生き活きサポートセンターうぇるぱ高知・社会福祉法人高知県社会福祉協議会
●事務局
高知県社会福祉協議会　介護普及・相談課　〒780-8567　高知市朝倉戊375-1
TEL088-844-9271 FAX088-844-9443
E-mail  kaigohukyu@pippikochi.or.jp

〒780-8567　高知県高知市朝倉戊375-1

【駐車場について】
遠方の駐車場（車で5分程度）にご案内する
場合もありますが、その際は会場まで送迎
させていただきます。また、お手伝いが必要
な方につきましては、会場近隣の駐車場を
ご用意しております。

【交通機関のご案内】

①高知県交通バスの船岡南団地、宇佐、高岡方面
に乗車し、堺町で乗り換え。堺町から土佐道路
経由の高岡行または天王ニュータウン行に乗車
し、朝倉第二小学校前で下車。

②タクシー利用の場合は約20分

①高知県交通バスの高岡、宇佐、須崎方面行に乗
車し、国立病院前で下車。徒歩約10分。

②タクシー利用の場合は約7分

JR高知駅から
JR朝倉駅から

つながる 子どもたちと家族、支援者が“つながる”場です

■日　時　平成26年11月1日（土）9：30～12：00
■会　場　県立ふくし交流プラザ　５Ｆ研修室Ａ
■参加費　無料

■日　時　平成26年11月1日（土）19：00～21：00
■会　場　土佐御苑（高知市大川筋１丁目4-8）
■参加費　5,000円（高校生以下は割引があります）

◆11月1日㊏ 13：00～14：30

【講師】 岸本　光夫氏（フリーランス ＯＴ）
【定員】 60名

◆11月1日㊏ 15：30～17：00

◆11月2日㊐ 12：30～14：00

◆11月2日㊐ 14：30～16：00

松尾先生は福祉住環境設計のスペシャリストです。子どもの成長にとって
環境支援は欠かせないもの。動くことの意味合い、スイッチのもつ意味合
いを考え、子どもの可能性を決めつけず、将来の社会適応に向けて、動く
ところ、感じるところを伸ばす支援を一緒に考えてみませんか？

子どもたちの笑顔を増やすために、日本から海外まで活動されている
フリーランスＯＴ、岸本先生のお話。私たちのあり方を考えてみませんか？

障害のあるお子さんに関わる人、団体がお互いに情報交換し、今後のつながり
をつくるための発表交流会です。
当日は、団体の活動ＰＲや自由に情報交換を行う時間を設けます。
ご家族、専門職、メーカーさんなど、障害のあるお子さんに関わる皆さん、ぜひ
ご参加ください。

懇親会
障害のあるお子さんのご家族、医療・福祉
専門職、福祉用具関係者などが、食事をし
ながら楽しく交流できる懇親会です。

キッズチームだヨ！全員集合
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tel. 088-844-9271
高知県社会福祉協議会　介護普及　相談課

主催●高知福祉機器展第4回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会・生き活きサポートセンターうぇるぱ高知・
　　　社会福祉法人高知県社会福祉協議会

家族の皆さんにとっても、
笑顔で充実し、

次につながる２日間！

子どもたちに
もっと快適な生活を！
豊かな生活を！

2日11/1土

■11月2日（日）14：30～16：00
「大人のための絵本セラピー　
　～絵本でほっこり♪つながろう～」

いろんな職種の人と話してみたいけ
ど、なかなかお話しする機会がないな
と思っているそこのあなた！！絵本セラ
ピーに参加して、日頃思っていること
をいろいろ話してみませんか？
今回のテーマは「みかた☆」。「見方」
が変わると支援は変わる！！つながるこ
とで新たな気づきを広げましょう♪

【参加費】福祉・保健・医療関係者、行政・学校関係者、福祉用具関係者/2,000円　一般・学生/1,000円　18歳以下/無料

【講師】松尾　清美氏（佐賀大学大学院医学系研究科　
　　　医学部附属地域医療科学教育研究センター福祉健康科学部門　准教授）
【定員】60名

リハビリテーションのその先にあるものは？　子どもの力、可能性をのば
すために私たちは何ができるか、一緒に考えましょう。

【講師】高塩　純一氏
　　　（びわこ学園医療・福祉センター草津　リハビリテーション課長）
【定員】60名

吸引器や人工呼吸器など医療が必要な子どもさんの災害時の避難支援
や電源確保などについて学びましょう。電気を使わない吸引器の体験も
あります。

【講師】田中　総一郎氏（東北大学小児科　准教授）
【定員】60名

◆11月2日㊐ 9：30～11：00

学校の教育の中で日々子どもたちの可能性を伸ばすために駆け回ってい
る篠原先生。子どもたちの姿勢を快適にするさまざまな姿勢保持具をは
じめ、動きを支援する道具。先生の手作り腹臥位クッション「とりちゃん」
は、渡り鳥となって高知にも届き沢山の子どもたちの快適な時間を作っ
ています。そんな先生の想いと具体的な取り組みを聞きませんか？

【講師】篠原　勇氏（京都府立与謝の海支援学校　教諭）
【定員】60名

★大人のための絵本セラピー★大人のための絵本セラピー
【講師】絵本セラピストまりろ　【定員】各15名
【参加費】1,000円（お茶・お菓子付き）　18歳以下　無料

■11月2日（日）10：30～12：00
「大人のための絵本セラピー
　　～わたしとなかよし～」
　
子育て中って、ついつい自分のこ
とを後回しにして子どものことを
優先しがち。たまには自分のため
にゆったりとした時間をもって、い
ろんな気持ちを話してみませんか
♪絵本と美味しいお菓子で心と身
体をほっこりゆるめましょう。
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第４回

高知福祉
機器展

　障害のあるお子さんの成長過程に合わせて、適切な時期
に適切な用具を選択し、使用することや支援することは、お
子さんの２次障害を予防し、可能性を伸ばすためにも、とて
も重要なことです。
　キッズ☆バリアフリーフェスティバルは、子どもたちが様々
な福祉機器を実際に見て、触って、試してもらう機会です。

　また、障害のあるお子さんと兄妹、家族の皆さんにも「遊び」「癒し」の要素を取り入れ、「参
加する」「楽しむ」企画としました。

　障害のあるお子さんの可能性を伸ばす。そして参加した方々が笑顔で充実し、次につ
ながる２日間にしたいと考えていますので、多くの方々の参加をお待ちしています。

福祉機器展示

お子さんの成長過程に合わせて選べるよう、
福祉機器を展示します。
　　　

相談 「一人ひとりのご相談に
      応じます！」

「姿勢・体などについて」
快適で、楽しくお子さん一人ひとりの可能性を伸ばすため
に、姿勢や動き、関わり方から用具選びを一緒に考えます!! 
「寝る・座る・立つ」姿勢を考えることで、動きが良くなった
り、脱臼や側弯増強などの2次障害の予防にもつながりま
す。日常において、リラックスすること、学校での学習や遊び
も踏まえて活動することを一緒に考えませんか。

「発達について」
お子さんの「なんでかな?」という行動は、彼らからのサイン
です。もしかしたら、お子さんは生活の中で“苦手さ”や“困
り感”を感じているのかもしれません。そんな悩みに少しで
も寄り添えるよう、ご相談をお受けします。

「ことばやコミュニケーションについて」
言葉の発達や聞こえ・発音・コミュニケーションの取り方につ
いて気になることはありませんか?コミュニケーションがと
れることは、お子さんや家族、周りの方の笑顔を増やします。
笑顔を増やす方法を一緒に考えましょう！また、読み書きなど
の学習についての相談もお受けします。

「おしりまわりについて」
おしりまわりでは、おむつを中心に排泄に関する展示をしてい
ます。おしっこやうんちのこと、おむつのこと、お肌のこと…お
しっこが漏れる、おむつかぶれが治らない・繰り返すなど、困っ
ていることはありませんか? なんでもご相談ください。

「おふろまわりについて」
入浴の方法は一人ひとり“オーダーメイド”。きっとお子さんに
合った入浴方法が見つかるはず。一緒に考えていきましょう!

「病気や医療制度について」
医師・看護師等が担当します。まだ病院にはかかっていない
けどなんとなく気になることがある…、医療機器の購入はど
こでできるの? など、病気のことから医療制度についてなん
でもお聞きください。

「食べることやお口について」
食事の形態や食べ方について気になることはありませんか? 
歯磨きを嫌がる、うがいができない、歯磨き粉は使ってもい
い? など、食べることやお口に関しての相談をお受けしま
す。歯磨き体験してみませんか?

「装具・靴・足について」
靴選びのポイントや装具のことで気になることや困っている
ことはないですか? お気軽にご相談ください。

「目のこと、見え方について」
見えづらい、見えないお子さんの子育ての不安や疑問、困りご
となどの相談をお受けします。お気軽にお立ち寄りください。

「スマイル・サポートのコーナー」
生まれてきてくれた赤ちゃんのこと、お子さんの成長のこと
で、ママに不安や心配事はありませんか? 障害の種別に関わ
らず「親の想い」は、きっと同じなのではないでしょうか? 
みんなで「つながりの輪」を広げていきましょう。

日常生活のこと、制度・福祉用具のこと、就学
や健康・体のことなどについて、医療・福祉専
門職などスタッフが一緒に考えます。
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障害のあるお子さんの親たちのグループや
ボランティア団体などの皆さんが、
癒しのコーナーをつくります。
アロマセラピー（11月1日）、
ハンドメイド（11月２日）  など

お食事 「美味しいもの、
　　　  いっぱい」

「見て、触って、試してみよう！」
「障害のあるお子さんも、
      兄妹児も楽しめます！」

●そのほか、遊び道具がいっぱい、モノづくりのコーナーもあります。

「心も体もリフレッシュ！」

遊び

子どものたちの
可能性を拡げる道具づくりの
コーナーもつくります。

子どもはみんなブランコ大好き！！
誰でものれるヨ！！

＊スパイダー
重力をとれば…
ほら、みんなジャンプやダンスもできる！！

＊ブランコ
＊ボウリング

ストライクに挑戦！！
車いすで本格的な

ボウリングが楽しめるヨ！！

こんな福祉用具を展示する予定です

＊人力馬
カウボーイに挑戦！！馬さんにものれるヨ！！

＊スヌーズレン
誰もが安らぎを
共有できる空間です

車いす、バギー、
プロンボード、カーシート、
ベッド、マットレス、クッション、
リフト、排泄用具、入浴用品、
自助具、嚥下食、栄養補助食品、
口腔ケア用品、視覚・聴覚用品、
コミュニケーション機器、靴
　　　　　　　　　　　など

姿勢保持用のクッションについてご相談ください！

低出生体重児（未熟児）のための肌着や小さい靴の展示も行って
います。赤ちゃんも医療者もうれしい点滴用肌着のほか、未熟児
ちゃんにだけでなく足の小さいお子さんのための、ちゃんと外歩き
できる優しい靴をご用意しています。

＊トライサイクル
自転車でルンルンお散歩。
体をサポートしてくれるから、
みんなで乗れるヨ！


