
●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、高知県歯
科衛生士会、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、日本経済新聞社高知支局、毎日新聞高知支局、読売新聞高知支局

セミナー

●主催
社会福祉法人高知県社会福祉協議会
第7回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会

子どもの可能性を伸ばすために、
専門職や保護者が学ぶセミナーです！
子どもの可能性を伸ばすために、
専門職や保護者が学ぶセミナーです！

連絡先
高知県社会福祉協議会　いきいきライフ推進課
〒780-8567
高知市朝倉戊375-1  TEL 088-844-9054  FAX 088-844-9411
Eメール kaigohukyu@pippikochi.or.jp
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懇親会

〒780-8567　高知県高知市朝倉戊375-1

【交通機関のご案内】

〒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】

路面電車に乗車、はりまや橋で下車、と
さでん交通バスの堺町バス停から「Ｘ３
天王ニュータウン」
「Ｘ４八田」「Ｘ５高岡」行きのバスに乗
車、朝倉第二小学校前で下車。

とさでん交通バスの「Ｙ１学芸高校」「Ｙ２
天王ニュータウン」「Ｙ３八田」「Ｙ４高岡」
「Ｙ５須崎」「Ｙ６宇佐」行きのバスに乗車、
国立病院前で下車
バスの進行方向から見て左方向（南）へ
徒歩約１０分。（バス停前方の信号を左折）

JR高知駅から JR朝倉駅から

■日　時 平成29年12月16日（土）
 19：00～21：00
■会　場 土佐御苑（高知市大川筋1-4-8）
■参加費 5,000円

障害キッズのご家族、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。

障害キッズの

  可能性を伸
ばす！

子どもたちの

豊かな未来
を！

主催●社会福祉法人高知県社会福祉協議会
　　　第7回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会
主催●社会福祉法人高知県社会福祉協議会
　　　第7回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会

tel. 088-844-9054
高知県社会福祉協議会　いきいきライフ推進課

事務局 tel. 088-844-9054
高知県社会福祉協議会　いきいきライフ推進課

【講師】 三浦　朋子氏

【参加費】

500円
【定員】

100名

【参加費】

500円
【定員】

40名

【参加費】
1家族
500円

【定員】

15家族
程度

■子どもと保護者のための足育講座
＆読み聞かせのプレゼント

■発達障害のある子どもさんの
 「見るちから」の問題への理解
 と関わり方について

■正しい靴で矯正いらず？
歯と全身の不思議な関係

【講師】 日野　謙一郎氏

第7回

入場
無料

障害キッズ・
家族が

笑顔になり、

次につながる
２日間！

ところ

とき
平成29年

17日12/16土 10：00～16：0013：00～17：30

平成29年

17日12/16土 10：00～16：0013：00～17：30

12月16日（土）
13：00～15：00

12月16日（土）13：00～14：00

12月17日（日）10：00～12：00

足の大切さを知り足を健康に育てることを、家庭を中心と
した日常生活の習慣、特に子育てに取り入れて実践していた
だくことを目的とした足育講座です。歩く前の赤ちゃんから
気を付けることに始まり、靴選びのポイントや正しいサイズ
の合わせ方など幅広くお伝えします。
やましたきみえさんによる癒しの絵本読み聞かせもご
一緒にどうぞ。
※足育講座は健常な方に向けた内容であり、障害児さんの
相談をお受けするものではありません。ご了承ください。

子どもの「虫歯ゼロ」への取り組みは大きな成果をあげて
おり、学校健診の現場でも、虫歯はほとんどみられなくなりま
した。しかし、それで子どもが「健康になった」というワケで
はありません。光り輝く「虫歯ゼロ」のウラに、「口が正しく機
能していない」ことで、全身の成長発育に大きな問題を抱え
た子どもがたくさんいるのが現実です。姿勢・呼吸・舌位・足、
従来「歯とは関係ない」と考えられてきたことが、相互に関係
し合い、歯は全身に、全身は歯に影響を与えていることを、実
習を交えながらわかりやすく解き明かします。なお、セミナー
終了後13時より、食べることやお口ブースにて、講師による
歯科なんでも相談を行います。

【講師】 片岡　百合氏
（ＮＰＯ法人 日本足育プロジェクト協会
　　　　 協会認定足育アドバイザー®）

【講師】 やました きみえ氏
（絵本セラピスト協会
  協会認定基礎絵本セラピスト®）

（社会医療法人清恵会
  清恵会病院　堺清恵会ＬＤセンター）

（アポロニア歯科クリニック院長、
高知県歯科医師会障害者歯科診療班）

　「目の働き」は、視力だけではないことを知っていますか？
「ものを見続けること」「素早く見つけること」など左右の眼
を同時に上手に調節して使うこと、眼球の動きに関する機能
のことを「視機能」といい、運動や学習にとても大切な機能で
す。発達障害の方々の中にはこの「視機能」に問題を抱える方
が多く存在しますが、理解してもらえないことが多いようで
す。今回は、障害のある子どもさんが持っている見ること（視
機能）に対する問題の理解と、関わる上での具体的な方法を、
体験形式でわかりやすくお伝えしていただきます。



福祉機器展示福祉機器展示福祉機器展示
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。
　　　

相談相談相談

お食事お食事お食事
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！遊び遊び遊び

＊スヌーズレン

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、おむつ、
入浴用品、栄養補助食品等、
口腔ケア商品、
視覚・聴覚に関するもの、
コミュニケーション機器、
学習支援機器、
未熟児に関するものなど

　障害キッズの可能性を伸ばすためには、その成長過程に合わせて、適切な時期に
福祉用具を活用したり、制度・サービスを利用することなどがとても重要となります。
また、子どもらしく遊びを通した成長を支援していくことも非常に大切です。
　キッズ☆バリアフリーフェスティバルでは、障害キッズ及びその家族を対象とし、
相談や福祉用具展示等を通じ、今後の可能性を伸ばすための支援を行うととも
に、家族、医療・福祉、教育関係者等が今後の障害キッズの豊かな成長のために、
学びや交流の場を設けることを目的に開催します。

子どもたちと家族、
支援者が

“つながる”場です  

●そのほか、
遊び道具がいっぱい

あります。

誰もが安らぎを
共有できる空間です

つつつななな
がががるるる

一人ひとりのご相談に応じます

姿勢・からだ おしり
まわり

食べることやお口

遊び・学習

制度
ことば

コミュニケーション

目のこと、
耳のこと

各種イベント 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。

12月16日（土）15：15～16：15
障害キッズに関わるグループの活動や
情報を発信します。

こんな福祉用具を展示する予定です

第7回

＊ボウリング
ストライクに挑戦！！
車いすでも本格的な
ボウリングが楽しめるヨ！！

誰でも楽しめるスポーツ
として近年大人気！
みんなで試合形式を
楽しみましょう。

＊ボッチャ

17日
（日）のみ

※障害のあるお子さんを育てた
　経験のある先輩ママに、子育て
　の悩み相談などができます。

●託児コーナーあります。
●ペアレントメンターによる
　相談コーナーあります。
（16日・17日ともに 13：00～15：00）

＊アイシングクッキー
視覚支援でつくろう！

見える・分かる・楽しい手作り！

笑顔が咲く大きなお花。
パピエフラワーの

スマイルフォトブース。

笑顔が咲く大きなお花。
パピエフラワーの

スマイルフォトブース。

キッズチームだよ！全員集合
 ～活動ＰＲタイム～

障害者の就労支援事業所等が
作ったおいしいものを
　販売します。 こども食堂

12月17日（日）
バイキング形式です。

障害キッズにかかわる専門機関やグループ等が大集合。
各フロアをまわっていただくことで、

子どもの支援に関する情報収集ができます。
また、専門家への相談も受けられます。

17日
（日）のみ

【参加費】

500円


