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レクリエーション事業レポートレクリエーション事業レポート ゆっくり楽しみました。

　何度も空振りをする者、コースを外す者、ナ

イスショットする者、その度に声を上げ、喜ん

だり悔しがったり楽しい一日でした。

　昼食はコロナ禍なので、焼肉を止めてお弁当

にしました。来年は是非焼肉をやりたいもので

す。

《幕別父母の会・温泉旅行》

　十勝川温泉で絵手紙をしました。

　今回で３回目となり、準備もスムーズに出来、

前回の事を思い出しながら、手の動きも順調に

進み、色使いも何色も使い、皆それなりにきれ

いに出来上がったと思います。

　日常の楽しかった事、不安な事を会員に聞い

てもらって、心も晴れ晴れし、明日からそれぞ

れの生きる活力になったと思います。

《登別父母の会・クリスマス会》

　今年も参加者は少なかったですが、クリスマ

ス会を開催する事ができました。

　万年カレンダーのキットを使って、各自それ

ぞれパーツに数字の色を変えたり、工夫をした

りして、かわいい万年カレンダーを製作しまし

た。

　その後は、簡単なゲームで、親も子も楽しく

お菓子をゲットしたり、入浴剤のつかみどりを

したりして盛り上がりました。

　最後はBINGOで景品をもらい、サンタさん

からプレゼントをもらって終わりました。

　感染対策をしっかりして楽しい時間を久しぶ

りに過ごすことができました。

《網走父母の会・芋ほり大会》

　天候は良く、予定通りに実施することができ

た。晴天の下、広大な畑の中に入り、各々の場

所で土を掘り起こして、たくさんのじゃがいも

を収穫することができた。収穫したじゃがいも

は、コロナ禍のため、個々に持ち帰っておいし

くいただきました。多くの方と交流を深めるこ

とが出来た。

《根室父母の会・クリスマス会》

　前日からの雪降りで、参加者が減り残念でし

た。コロナ禍であったため、夏のレクが出来な

かったため、このクリスマス会が子供達の楽し

みで、ケーキ作りは毎回大盛況です。

《紋別父母の会・クリスマス親子の集い》

　コロナ禍で中止になっていた行事で久しぶり

の開催でした。今回は会食は止めて、ゲームや

ビンゴ大会のみとしました。近況などをお互い

に話し、みなさん楽しく過ごしました。

《函館父母の会・親子レク新年顔合わせ》

　コロナ禍のため、会場の会議室の人数制限が

あり、一堂に顔を合わせることがきたのは午前

中だけであったが、久しぶりに懐かしい顔に会

えてよかった。

　短時間ではあったが、お店の店員になること

ができ、子供たちは嬉しそうだった。普段家か

ら出ることがなかなかできない子供たちも多

かったので、今回レクリエーションができて良

かった。

　保護者の中にバンド活動をしているお母さん

がおり、演奏会をしてくれ楽しむことができた。

　養護学校の教員が手伝いにきてくれたので、

相談もできて助かった。

《帯広父母の会・新年会》

　久しぶりに顔をあわせての行事でした。ボラ

ンティアさんがゲームを担当してくれ、大人も

子供も楽しみながらできて良かったです。

　懇談ではお互いの近況や、福祉サービスや市

の施策についての情報交換や利用してみての感

想がきけて、有意義な時間となりました。

《伊達父母の会・同窓会》

　会員のお子さんの30歳を祝う目的から幼い

ころから療育施設などで知り合った親子で同窓

会と銘打って集合した。

　短い時間での近況報告や思い出話に花が咲き

２時間はあっというまでした。コロナ禍以前か

ら疎遠になりつつあった友人たちに元気に再会

できたことは何にも代えがたい成果と言えると

思った。

《千歳父母の会・合同誕生会》

　年に１回の合同誕生会、ホテルに行くと勘違

いした方もいましたが、感染の心配があり、め

いぷるで、ピアノ、エレクトーンの生演奏を聴

きながらのお楽しみです。

　昼食はコミロナさんのピアノとエレクトーン

を聴きながら、取り寄せのびっくりドンキー。

　最後は、みんなの大好きなきよしのズンドコ

節で盛り上がりました。

　２時からはゲームで体を動かし、ペットボー

リングでお楽しみプレゼントを当てて、それか

ら、職員によるペーパークラフト「おおきなか

ぶ」。人形が誰なのか興味津々？！

　最後はハッピーバースデーの歌とケーキまで

賑やかに過ごしました。

《稚内父母の会・新年会》

　参加者は少なかったが、和やかに行えた。

　準備を分担して行えてよかった。

　お弁当を持ち帰りにしたので、昼食について

の負担が少なくて良かった。

《旭川父母の会・新年会》

　３年振りの開催で皆が会えるのを楽しみにし

ていて、今まで話すことが出来なかった思いを、

おもいおもいに話すことが出来、子供達もおい

しい食事をしました。検査をして陰性である事

を確認した事で安心して楽しめました。

《幕別父母の会・親睦会》

　糠内パークゴルフ場でパークゴルフをしまし

た。他のグループが少なかったので、親も子も

コミロナさんの演奏

誰だろう？

ビンゴ大会

皆でスライド写真で一年を振り返り
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ゆっくり楽しみました。

　何度も空振りをする者、コースを外す者、ナ

イスショットする者、その度に声を上げ、喜ん

だり悔しがったり楽しい一日でした。

　昼食はコロナ禍なので、焼肉を止めてお弁当

にしました。来年は是非焼肉をやりたいもので

す。

《幕別父母の会・温泉旅行》

　十勝川温泉で絵手紙をしました。

　今回で３回目となり、準備もスムーズに出来、

前回の事を思い出しながら、手の動きも順調に

進み、色使いも何色も使い、皆それなりにきれ

いに出来上がったと思います。

　日常の楽しかった事、不安な事を会員に聞い

てもらって、心も晴れ晴れし、明日からそれぞ

れの生きる活力になったと思います。

《登別父母の会・クリスマス会》

　今年も参加者は少なかったですが、クリスマ

ス会を開催する事ができました。

　万年カレンダーのキットを使って、各自それ

ぞれパーツに数字の色を変えたり、工夫をした

りして、かわいい万年カレンダーを製作しまし

た。

　その後は、簡単なゲームで、親も子も楽しく

お菓子をゲットしたり、入浴剤のつかみどりを

したりして盛り上がりました。

　最後はBINGOで景品をもらい、サンタさん

からプレゼントをもらって終わりました。

　感染対策をしっかりして楽しい時間を久しぶ

りに過ごすことができました。

《網走父母の会・芋ほり大会》

　天候は良く、予定通りに実施することができ

た。晴天の下、広大な畑の中に入り、各々の場

所で土を掘り起こして、たくさんのじゃがいも

を収穫することができた。収穫したじゃがいも

は、コロナ禍のため、個々に持ち帰っておいし

くいただきました。多くの方と交流を深めるこ

とが出来た。

《根室父母の会・クリスマス会》

　前日からの雪降りで、参加者が減り残念でし

た。コロナ禍であったため、夏のレクが出来な

かったため、このクリスマス会が子供達の楽し

みで、ケーキ作りは毎回大盛況です。

《紋別父母の会・クリスマス親子の集い》

　コロナ禍で中止になっていた行事で久しぶり

の開催でした。今回は会食は止めて、ゲームや

ビンゴ大会のみとしました。近況などをお互い

に話し、みなさん楽しく過ごしました。

《函館父母の会・親子レク新年顔合わせ》

　コロナ禍のため、会場の会議室の人数制限が

あり、一堂に顔を合わせることがきたのは午前

中だけであったが、久しぶりに懐かしい顔に会

えてよかった。

　短時間ではあったが、お店の店員になること

ができ、子供たちは嬉しそうだった。普段家か

ら出ることがなかなかできない子供たちも多

かったので、今回レクリエーションができて良

かった。

　保護者の中にバンド活動をしているお母さん

がおり、演奏会をしてくれ楽しむことができた。

　養護学校の教員が手伝いにきてくれたので、

相談もできて助かった。

《帯広父母の会・新年会》

　久しぶりに顔をあわせての行事でした。ボラ

ンティアさんがゲームを担当してくれ、大人も

子供も楽しみながらできて良かったです。

　懇談ではお互いの近況や、福祉サービスや市

の施策についての情報交換や利用してみての感

想がきけて、有意義な時間となりました。

《伊達父母の会・同窓会》

　会員のお子さんの30歳を祝う目的から幼い

ころから療育施設などで知り合った親子で同窓

会と銘打って集合した。

　短い時間での近況報告や思い出話に花が咲き

２時間はあっというまでした。コロナ禍以前か

ら疎遠になりつつあった友人たちに元気に再会

できたことは何にも代えがたい成果と言えると

思った。

《千歳父母の会・合同誕生会》

　年に１回の合同誕生会、ホテルに行くと勘違

いした方もいましたが、感染の心配があり、め

いぷるで、ピアノ、エレクトーンの生演奏を聴

きながらのお楽しみです。

　昼食はコミロナさんのピアノとエレクトーン

を聴きながら、取り寄せのびっくりドンキー。

　最後は、みんなの大好きなきよしのズンドコ

節で盛り上がりました。

　２時からはゲームで体を動かし、ペットボー

リングでお楽しみプレゼントを当てて、それか

ら、職員によるペーパークラフト「おおきなか

ぶ」。人形が誰なのか興味津々？！

　最後はハッピーバースデーの歌とケーキまで

賑やかに過ごしました。

《稚内父母の会・新年会》

　参加者は少なかったが、和やかに行えた。

　準備を分担して行えてよかった。

　お弁当を持ち帰りにしたので、昼食について

の負担が少なくて良かった。

《旭川父母の会・新年会》

　３年振りの開催で皆が会えるのを楽しみにし

ていて、今まで話すことが出来なかった思いを、

おもいおもいに話すことが出来、子供達もおい

しい食事をしました。検査をして陰性である事

を確認した事で安心して楽しめました。

《幕別父母の会・親睦会》

　糠内パークゴルフ場でパークゴルフをしまし

た。他のグループが少なかったので、親も子も

たくさん穫れました

ツリーと一緒に
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てもらって、心も晴れ晴れし、明日からそれぞ
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《登別父母の会・クリスマス会》

　今年も参加者は少なかったですが、クリスマ

ス会を開催する事ができました。

　万年カレンダーのキットを使って、各自それ

ぞれパーツに数字の色を変えたり、工夫をした

りして、かわいい万年カレンダーを製作しまし

た。

　その後は、簡単なゲームで、親も子も楽しく

お菓子をゲットしたり、入浴剤のつかみどりを

したりして盛り上がりました。

　最後はBINGOで景品をもらい、サンタさん

からプレゼントをもらって終わりました。

　感染対策をしっかりして楽しい時間を久しぶ

りに過ごすことができました。

《網走父母の会・芋ほり大会》

　天候は良く、予定通りに実施することができ

た。晴天の下、広大な畑の中に入り、各々の場

所で土を掘り起こして、たくさんのじゃがいも

を収穫することができた。収穫したじゃがいも

は、コロナ禍のため、個々に持ち帰っておいし

くいただきました。多くの方と交流を深めるこ

とが出来た。

《根室父母の会・クリスマス会》

　前日からの雪降りで、参加者が減り残念でし

た。コロナ禍であったため、夏のレクが出来な

かったため、このクリスマス会が子供達の楽し

みで、ケーキ作りは毎回大盛況です。

《紋別父母の会・クリスマス親子の集い》

　コロナ禍で中止になっていた行事で久しぶり

の開催でした。今回は会食は止めて、ゲームや

ビンゴ大会のみとしました。近況などをお互い

に話し、みなさん楽しく過ごしました。

《函館父母の会・親子レク新年顔合わせ》

　コロナ禍のため、会場の会議室の人数制限が

あり、一堂に顔を合わせることがきたのは午前

中だけであったが、久しぶりに懐かしい顔に会

えてよかった。

　短時間ではあったが、お店の店員になること

ができ、子供たちは嬉しそうだった。普段家か

ら出ることがなかなかできない子供たちも多

かったので、今回レクリエーションができて良

かった。

　保護者の中にバンド活動をしているお母さん

がおり、演奏会をしてくれ楽しむことができた。

　養護学校の教員が手伝いにきてくれたので、

相談もできて助かった。

《帯広父母の会・新年会》

　久しぶりに顔をあわせての行事でした。ボラ

ンティアさんがゲームを担当してくれ、大人も

子供も楽しみながらできて良かったです。

　懇談ではお互いの近況や、福祉サービスや市

の施策についての情報交換や利用してみての感

想がきけて、有意義な時間となりました。

《伊達父母の会・同窓会》

　会員のお子さんの30歳を祝う目的から幼い

ころから療育施設などで知り合った親子で同窓

会と銘打って集合した。

　短い時間での近況報告や思い出話に花が咲き

２時間はあっというまでした。コロナ禍以前か

ら疎遠になりつつあった友人たちに元気に再会

できたことは何にも代えがたい成果と言えると

思った。

《千歳父母の会・合同誕生会》

　年に１回の合同誕生会、ホテルに行くと勘違

いした方もいましたが、感染の心配があり、め

いぷるで、ピアノ、エレクトーンの生演奏を聴

きながらのお楽しみです。

　昼食はコミロナさんのピアノとエレクトーン

を聴きながら、取り寄せのびっくりドンキー。

　最後は、みんなの大好きなきよしのズンドコ

節で盛り上がりました。

　２時からはゲームで体を動かし、ペットボー

リングでお楽しみプレゼントを当てて、それか

ら、職員によるペーパークラフト「おおきなか

ぶ」。人形が誰なのか興味津々？！

　最後はハッピーバースデーの歌とケーキまで

賑やかに過ごしました。

《稚内父母の会・新年会》

　参加者は少なかったが、和やかに行えた。

　準備を分担して行えてよかった。

　お弁当を持ち帰りにしたので、昼食について

の負担が少なくて良かった。

《旭川父母の会・新年会》

　３年振りの開催で皆が会えるのを楽しみにし

ていて、今まで話すことが出来なかった思いを、

おもいおもいに話すことが出来、子供達もおい

しい食事をしました。検査をして陰性である事

を確認した事で安心して楽しめました。

《幕別父母の会・親睦会》

　糠内パークゴルフ場でパークゴルフをしまし

た。他のグループが少なかったので、親も子も

ジャンケンポン

ハエたたきゲーム

お誕生日おめでとうございます

恵方巻ゲーム
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網走
１．コロナ禍のため従来のやり方が通用しない
ことも多く、試行錯誤する日々だったと思い
ます。
　　保護者の皆様はもちろんのこと教職員の皆
様、役員OBを始めとした、お知恵やお力を
お借りして、何とか子供たちのために活動す
ることができました。Zoomでの研修などの
活用も進み、コロナ禍が収まった後でもお仕
事やご家庭のことでお忙しい方も含めて
PTA活動を行うことができる素地ができた
のではないかと思います。
２．令和５年度本校のPTAの予定
　　PTA総会　４月下旬
　　PTAだより「ひとつになって」の発行
　　（８月・１２月・３月の年３回）
　　PTAバザー　学校祭に開催（10月）
　　PTA視察研修　11月
　　PTA研修　２月
　おやじの会
　　芋ほり大会　９月
　　雪山作り・雪とあそぼう
　　おやじの想いを語る会

帯広
１．父母の会単独での行事は、新年会兼レクだ
けでしたが、ゲームを通じて交流することが
出来ました。
　　道肢連協・全肢連の大会やセミナーに参加
することができて良かったです。
２．５月１３日　総会
　　６月２１日　療育キャンプ
　　今年は父母の会への新規入会を目指してイ
ベントを企画しようと思っています！

根室
１．令和４年度もコロナ感染症の感染状況に注
視しながらの会の運営となりましたが、１２
月にクリスマス会の開催、３月には昨年同様
の感染予防対策費を活用して、マスク、消毒
液等の配布事業の実施などおこないました。
計画していたすべての事業の実施とはなりま
せんでしたが、少しずつ活動が再開できた一
年だったと思います。
２．令和５年度は５月に総会、８月にレクリ
エーションとして焼肉・ゲーム・ビンゴ大会、
１２月にはクリスマス会を予定しております。
　　いずれにしても計画している各事業が円滑
に実施でき、会員同士の親睦、子ども同士の
交流が図れるように進めて参りたいと考えて
おります。

旭川
１．コロナがなかなかおさまらない中、会とし
て会員の皆様に少しでも楽しんで頂けること
を考えて、一年間試行錯誤してきました。
　　旭川父母の会の行事には多人数で飲食を伴
う事が多く、自分達の子供を守りながら、何
が出来るのだろうと考え、４年度は全道福祉
大会、冬のレクリエーション（クリスマス
会）、新年会と３つの行事を、安心安全感染
対策を十分にして無事に終了することが出来
ました。コロナ前の日常が少しずつ戻ること
を願っています。
２．総会（４月）
　　夏のレクリエーション（７月）
　　冬のレクリエーション（１２月）
　　新年会（１月）
　　一年を通して月１回おぴカフェ

紋別
１．この１年は昨年同様、コロナの影響で、会
の行事をほとんど行うことができませんでし
た。
　　そのため、会員とは会う事もほとんどなく
１年間を過ごしました。
　　それでも今回、会員同士の交流や食事会も
ありませんでしたが、療育キャンプを開催す
ることができたのが良かったです。
　　今年こそは、コロナの規制緩和から、コロ
ナ前に行ってきた行事の再開を願っていると
ころです。
２．コロナ前に戻ることを想定し、今まで行っ
てきた行事の予定です。
総会（５月２０日（土））
療育キャンプ（７月６日（木）～７月７日
（金））
親子交流会（９月頃）
クリスマス親子の集い（１２月上旬）
新年交流会（１月頃）
卒業・進級を祝う会(３月上旬頃)

苫小牧
１．コロナの件にて集まる事を行っておりませ
ん。
　　一人が感染することで多くの方に迷惑をか
ける事、命にまでかかわる重大な事と痛感。
　　娘が利用している施設で職員が発症。施設
利用停止。娘自宅待機にてヘルパー利用。２
週間休みでした。大変な日々を過ごしました。
仕事をしているので。特に施設で仕事をして
いる方、その家族の方は考えてほしいと感じ
ました。
２．活動予定はまだ考えていません。

釧路
『３年ぶりの療育キャンプ』
　コロナ禍により、各種事業はやむなく中止と
してきましたが、今年度、ようやく『療育キャ
ンプ』を再開することができました。
　コロナ禍前の令和元年度は１３家族の参加で、
賑やかに開催しましたが、３年ぶりの今年度は
５家族の参加で少し淋しさを感じました。
　“新型コロナ”という、全く未知のウイルス
になすすべもなく、自己防衛が一番の武器と判
断し、丸々２年間不要不急の外出を控えていた
ことからも、なかなか外出することが難しい状
況にもなってきております。
　そんな中でも、参加された会員皆様は、鳥井
先生をはじめ旭川子ども総合療育センターのス
タッフの皆様と久しぶりの再会に喜び、熱心に
医療や訓練の相談を行っておりました。
　会員の高齢化
も進み、各種事
業への参加者も
少なくなってお
りますが、『新
型コロナウイル
ス』への注意喚
起を継続しなが
らも、以前のよ
うな活動が取り
進められるよう
役員一同知恵を
絞り取り組んで
まいります。

室蘭
１．総会、冬レクは開催できたものの、療育
キャンプは中止になってしまい、とても残念
でした。
　　この１年を振り返って、会の行事や会員と
の交流など思うようにできなかったなと思い
ます。
　　次年度は一つでも多くの行事や会員との交
流ができるといいなと思っています。
２．今は次年度の総会の準備をしているところ
です。（開催日未定）

近 況 報 告 道内父母の会から

　新型コロナウイルス感染症の発生から３年が経ち、マスク着用のルールも緩和、ウィズコロ
ナの社会が当り前のようになり、私たち一人一人が、徹底した感染予防の行動をとることで、
経済活動を維持した状態になっています。そんな中、父母の会の皆様から会の様子を寄せてい
ただきました。
①　一年を振り返って
②　今年度の父母の会の行事予定等
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紋別
１．この１年は昨年同様、コロナの影響で、会
の行事をほとんど行うことができませんでし
た。
　　そのため、会員とは会う事もほとんどなく
１年間を過ごしました。
　　それでも今回、会員同士の交流や食事会も
ありませんでしたが、療育キャンプを開催す
ることができたのが良かったです。
　　今年こそは、コロナの規制緩和から、コロ
ナ前に行ってきた行事の再開を願っていると
ころです。
２．コロナ前に戻ることを想定し、今まで行っ
てきた行事の予定です。
総会（５月２０日（土））
療育キャンプ（７月６日（木）～７月７日
（金））
親子交流会（９月頃）
クリスマス親子の集い（１２月上旬）
新年交流会（１月頃）
卒業・進級を祝う会(３月上旬頃)

苫小牧
１．コロナの件にて集まる事を行っておりませ
ん。
　　一人が感染することで多くの方に迷惑をか
ける事、命にまでかかわる重大な事と痛感。
　　娘が利用している施設で職員が発症。施設
利用停止。娘自宅待機にてヘルパー利用。２
週間休みでした。大変な日々を過ごしました。
仕事をしているので。特に施設で仕事をして
いる方、その家族の方は考えてほしいと感じ
ました。
２．活動予定はまだ考えていません。

釧路
『３年ぶりの療育キャンプ』
　コロナ禍により、各種事業はやむなく中止と
してきましたが、今年度、ようやく『療育キャ
ンプ』を再開することができました。
　コロナ禍前の令和元年度は１３家族の参加で、
賑やかに開催しましたが、３年ぶりの今年度は
５家族の参加で少し淋しさを感じました。
　“新型コロナ”という、全く未知のウイルス
になすすべもなく、自己防衛が一番の武器と判
断し、丸々２年間不要不急の外出を控えていた
ことからも、なかなか外出することが難しい状
況にもなってきております。
　そんな中でも、参加された会員皆様は、鳥井
先生をはじめ旭川子ども総合療育センターのス
タッフの皆様と久しぶりの再会に喜び、熱心に
医療や訓練の相談を行っておりました。
　会員の高齢化
も進み、各種事
業への参加者も
少なくなってお
りますが、『新
型コロナウイル
ス』への注意喚
起を継続しなが
らも、以前のよ
うな活動が取り
進められるよう
役員一同知恵を
絞り取り組んで
まいります。

室蘭
１．総会、冬レクは開催できたものの、療育
キャンプは中止になってしまい、とても残念
でした。
　　この１年を振り返って、会の行事や会員と
の交流など思うようにできなかったなと思い
ます。
　　次年度は一つでも多くの行事や会員との交
流ができるといいなと思っています。
２．今は次年度の総会の準備をしているところ
です。（開催日未定）

おぴカフェ

療育キャンプ
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令和４年度第4回理事会の開催
・３月３日（金）13時30分　かでる2.7
・出席　理事７名、監事２名
（審議事項・協議事項）
令和５年度事業計画及び一般・各特別会計
収支予算、「第32回全道肢体不自由児者
福祉大会（旭川大会）」の終了報告並びに
収支決算報告、第33回全道肢体不自由児
者福祉大会の日程、第17回全道肢体不自
由児者研究大会

　　審議事項は提案どおりに承認され、協議事
項は次回の理事会で大会要綱案を議事とする
ことで了承されました。
　　また、報告事項として、令和４年度の事業
実績及び一般・各特別会計の収支決算見込み
の説明や作品コンクールの実施結果、全道福
祉大会決議事項の回答状況を説明し了承され
ました。

令和４年度事業実績、決算の監査
・４月11日（火）11時00分　かでる2.7
・出席　羽田監事、事務局
　　監査終了後、監事より「諸帳簿、預金通帳
等が適正に処理されている」と講評がありま
した。

理事会

　道肢連協では、各父母の会が実施するレクリエーション活動などにご活用いただきたく、補助具
（ＨａＳａＳ）も含めて、１セットを購入しました。無料で貸出しますので、お気軽に事務局へご連
絡下さい。
（送料は各父母の会でのご負担をお願いします。）
　※詳しくは事務局へ連絡願います。

新たにハンドアーチェリ―を購入しました
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〇主な事業計画
１．療育・自立支援事業
⑴ 作品コンクールの実施
　「手足の不自由な子どもを育てる運動」
の取り組みとして、肢体不自由児の作文・
詩、図画、書道、手芸工作、及び友情の作
文・詩、図画を募集。応募見込総数350点。
知事賞ほか表彰49作品。優秀作品の一般
展示の実施。令和６年１月31日、２月１
日、道庁本庁舎１階道政広報コーナー。

⑵ 育英奨学金の交付
　岩田・アメフト育英基金から、肢体不自
由で経済的に困難な事情などのある高等養
護学校等の高校生に奨学金を交付。募集期
間５月～７月、交付予定13人、一人３万
円。

⑶ 療育キャンプ実施助成
　肢体不自由児者及び家族を対象として、
療育に関する知識を得るとともに参加者の
交流を深める事業を父母の会に対して助成。
開催予定10地区。

⑷ レクリエ―ション実施助成
　肢体不自由児者の自立と社会参加の促進
を目的にレク事業を実施する父母の会等に
対して助成。開催予定延数45回。

⑸ ボランティア・ホームヘルパー活動
　本人の自立援助・家族の負担軽減を目的
に、当協会登録のボランティア・ホームヘ
ルパーを家庭に派遣する父母の会に対し、
活動の経費、研修会開催の費用を助成。

２．研修交流事業
⑴ 第17回全道肢体不自由児者研究大会
　全道福祉大会と交互に開催。全道の各父
母の会会員、関係者等が参加し、意見や情
報交換を行い、制度・施策を提言。
　９月30日（土）開催予定。

⑵ 父母の会会長・事務局長会議（研修）
　２回開催、第１回：６月18日（日）予定。

⑶ 全肢連北海道ブロック地域指導者養成研
修会
　父母の会活動のリーダー育成のため、全
国７ブロックで全肢連が主催する研修会を
開催。６月17日（土）～18日（日）予定。
⑷ 通園施設職員等研修会
　福祉施設、学校等の職員を対象に障がい
児療育に係る知識、技術の修得・向上を目
的に、道立旭川子ども総合療育センターの
協力により８月下旬頃に開催予定（札幌と
旭川で隔年開催）。
⑸ 全国大会参加
　行政施策や社会動向、療育の先進事例な
どを学び、全国の父母の会会員と交流を広
げるために道内の会員が大会等に参加する
経費の一部を助成。

３．情報提供・啓発事業
⑴ 「手足の不自由な子どもを育てる運動」
の推進
　日本肢体不自由児協会作成の「絵はが
き」、「クリアファイル」を頒布・寄付を
募ることを通じて肢体不自由児への理解と
啓発に努める。
⑵ 会報の発行　年４回発行
４．協会運営、財源確保

　補助金、助成金等の確保、「育てる運
動」の絵はがき等による募金活動、清涼飲
料水のチャリティ自販機設置及び還元金の
確保・促進の取り組みを父母の会と連携し
て進める。

令和５年度収支予算

令和５年度の主な事業計画及び収支予算
　新型コロナウィルス対策のマスク着用の緩和や感染症法上の分類が5類への引き下げられるなど
ウィズコロナへの移行にあり、今年度は、各父母の会の活動がコロナ前の状況に少しでも近づけるよ
う、関係機関・団体等の支援協力をいただきながら各種事業を実施します。

 

               

          

 750 770  20    1,387 1,381 6 

 1,810 1,860  50    5,470 5,465 5 

 9,000 9,000 0    1,199 1,489  290 

 1,150 1,150 0    1,054 1,056  2 

 533 900  367    1,362 1,378  16 

 7,290 7,290 0    770 770 0 

 23 23 0    3,500 3,500 0 

 666 837  171    6,480 6,791  311 

 21,222 21,830  608    21,222 21,830  608 
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第70回『手足の不自由な子どもを育てる運動』作品コンクール開催

● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■ ● ▲ ■ ● ▼ ■

　１月31日・２月１日（２日
間）道庁本庁舎１階において、入
賞作品49点を展示しました。

【手足の不自由な子どもの部】
作文・詩２点、図画１３点、　
書道８点、手芸・工芸13点
【友情の部】
図画１３点

　展示スペースも明るくリニュー
アルされ、自然光も手伝って、よ
り作品が際立って見えておりまし
た。
　次回も、たくさんの応募作品を
お待ちしております。
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  今年は、例年に比べて全国的に桜の開花も早
くなっているようだ。札幌もいつもならゴール
デンウイーク後半となっていた開花予想も今年
は４月17日に出されている。春の暖気と桜の
開花にあわせるかのように、新型コロナウイル
ス感染対策も緩くなり始め、卒業式、入社式も
マスクなし対面開催で行われている。数年ぶり
に外出を楽しむ日常が戻り始め、花見を楽しん
でいるニュースも数多く目にするようになって
きた。
　最近まで感染防止のため、人との関わりを制
限し、様々な会議や打合せもインターネット上
で行なわれていたが、コロナ以前までとはいか
ないが、徐々に会議も対面で行われる機会が増
えて、飛行機で東京へ出かける機会も徐々に増
え始めてきた。桜の開花とともにますます外出
機会が増えてくると思う。
　春の陽気にあわせるかのように、様々な外出
に伴う、有料道路の割引制度の変更など、誰も
が自由に外出できるように制度変更が行われて
いる。
　３月27日からは高速道路の障がい者割引制
度の要件緩和が実施され、従来、割引の対象が
自家用車に対して行われていたが、自家用車を
所有しない障がい者が知人の車やレンタカーを
利用する場合、介護が必要な重度の障害者がタ
クシーを利用する場合など、事前登録がない自
動車を利用する場合でも事前に割引の申請手続
きをすることで、新たに割引適用となる。
　今回の要件緩和は、長年、多くの障がい者団
体からも要望され、ようやく実現することに
なった。親戚や知人のクルマ、タクシー、福祉
有償運送、レンタカー、車検の代車など高速道
路を利用する場合に割引を受けられるようにな
る。
　先日、役所に行く用事があったので、早速、

高速道路割引の申請を行ってきた。札幌市の場
合申請窓口はタクシーチケットなどの交通費助
成申請窓口と同じ担当で、障がい者手帳を渡す
と担当者がコンピューターで登録手続きを行い、
障がい者手帳の備考欄に割引の証明シール(縦
１㎝、横５㎝)を貼り無事に10分程度で手続き
を終了した。ちなみに、シールには赤字で道路
介護、手書きで『車両登録なし』、１年後の誕
生日まで、と記入されていたので毎年窓口で手
続きをする必要がありそうだ。
　単独では運転しない障がい者が外出などで、
高速道路を利用する際の負担が軽くなり、今ま
で以上に移動がしやすくなる。自分も遠距離移
動の際には、高速道路を利用することが度々あ
る。一般道よりも信号も少なく、振動も少なく
負担が少ない。電動車いすのまま乗っていると、
より振動が強く感じられるが、高速道路を利用
することで、遠出がしやすくなると思う。外出
する際の金銭的な負担も軽減される。是非、多
くの方が利用して楽しい時間を過ごしてほしい
と思う。
　今年は、北海道知事、北海道議会議員、札幌
市長、札幌市議会議員をはじめ各自治体の首長、
地方議員を選ぶ４年に一度の統一地方選が行わ
れる。かつて選挙による不正が多数発生したこ
とを理由に在宅投票制度が廃止され、重度障が
い者が投票できなかった時期があった。在宅投
票制度の廃止により参政権を行使できなかった
ことは憲法に違反すると訴訟を国に対して提起
したことで在宅投票制度が復活した。先輩の思
いで重度の障がい者の貴重な一票を行使するこ
とができるようになった。
　ここ数年で、北海道内では2017年より100
カ所位投票所が減り、気軽に近所の投票所に出
かけるとはいかなくなっている。新たな宇宙女
性飛行士が月面基地で活躍しようとしているが、
高齢者や障がい者には投票所が月より遠い存在
になりかねないと思う。投票所の多くは災害時
には避難所となっているため注視する必要があ
ると思う。
  制度変更がより身近な存在で使い勝手がよい
制度になっていくためにも、それぞれ利用しな
がら声を上げていく必要があると思う。

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　　　保
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～協力会員になっていただきありがとうございます～
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北海道共同募金　様

金 1,150,000円
　この度いただいたご支援につきましては、当協会における事業さらには道内父母の会の
様々な活動に有効に活用させていただきます。心より感謝申し上げます。

ご助成、ご寄付ありがとうございますご助成、ご寄付ありがとうございます

【特別会員】
青木　 明美（登別父母の会会長）

【賛助会員】
續　　 晶子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
大場　 淳一（北海道立子ども総合医療・療育センター）
高室　 基樹（北海道立子ども総合医療・療育センター）
才野　 　均（北海道立子ども総合医療・療育センター）
上山　 卓志（北海道立子ども総合医療・療育センター）

《普通会員》
堀田　 智仙（北海道立子ども総合医療・療育センター）
浅井　 英嗣（北海道立子ども総合医療・療育センター）
豊吉　 和子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
岡村　 幸恵（北海道立子ども総合医療・療育センター）
藤坂　 広幸（北海道立子ども総合医療・療育センター）
井上　 和広（北海道立子ども総合医療・療育センター）
松下　 慎司（北海道立子ども総合医療・療育センター）
齋藤　 幸子（北海道立子ども総合医療・療育センター）

工藤　 華織（北海道立子ども総合医療・療育センター）
古俣　 春香（北海道立子ども総合医療・療育センター）
福士　 佳苗（北海道立子ども総合医療・療育センター）
横井　 恵巨（北海道立子ども総合医療・療育センター）
西部　 寿人（北海道立子ども総合医療・療育センター）
池田　 陽介（北海道立子ども総合医療・療育センター）
木村　 啓子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
木ノ内 加織（北海道立子ども総合医療・療育センター）
芳賀　 夏子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
佐藤　 淳一（北海道立子ども総合医療・療育センター）
福士　 善信（北海道立子ども総合医療・療育センター）
齊藤 多恵子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
原田　 幸治（北海道立子ども総合医療・療育センター）
沼田 理恵子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
矢元　 賀代（北海道立子ども総合医療・療育センター）
佐藤　 直美（北海道立子ども総合医療・療育センター）
徳安　 浩司（北海道立子ども総合医療・療育センター）
中瀬 久美子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
矢口 久美子（北海道立子ども総合医療・療育センター）
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