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ちちょょっっとと遠遠かかっったたけけどど、、暑暑ささにに負負けけずず「「能能登登・・金金沢沢」」へへ行行っっててききままししたた！！  
８月２６日（日）・２７日（月）毎年恒例の一泊旅行を実施しました。今年は「利家とまつのゆかりの地 金沢と、

いつ震れるか分らない？能登の入り口を訪ねて・・・」と題して北陸方面へ！幸いにも２日間とも天気に恵まれ、

また猛暑に見舞われることもなく、みなさん笑顔で旅を楽しんでおられました。 

それでは「ゆうりんの家 能登・金沢の旅」のはじまりはじまり～☆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

松松井井秀秀喜喜  
ベベーーススボボーールル  
ミミュューージジアアムム  

松井秀喜と 
一緒に記念撮影☆ 

松井好きなんで 
涙が出るほど 
嬉しいわぁ♪ 

 松井グッズをいっぱい 
買いましたよ！ 

 窓の外の景色を 
楽しんでいるのに… 

１日目 京都 →敦賀（昼食） →松井秀喜ベースボールミュージアム → なぎさドライブウェイ → 能登ロイヤルホテル 

「越前やべ清」で昼食♪ 
北陸ならではでしょ！ 

田村ファミリー勢揃い！？ 宴会といえば… 
♪やっぱりカラオケがないとね♪ 

「千里浜なぎさドライブウェイ」 
砂浜を走るのは爽快でしたね！ 

今夜のメニュー 
美味しそうでしょ☆ 

ミキサー食の方用の料理 
こういう配慮が嬉しいですね 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一泊旅行を終えて 

皆さん一泊旅行お疲れ様でした。北陸方面はいかがでしたか？ 

－初日－ 

・ 「松井秀喜ベースボールミュージアム」では、当初トイレ休憩をメイン

に考えてましたが、なかなか見る機会のないトロフィーや記念品など

も展示されていて見応えがありましたね。特に松井や巨人ファンの

方には（みなさん縦ジマがお好きと思ってました！）喜んでもらえて

良かったです。 

・ 「なぎさドライブウェイ」は、日本で唯一の砂浜の上を走るという貴

重な体験ができました。夕暮れどきなら水辺線に沈むキレイな夕日

を見ることもできたでしょうが、それは次の機会に…。 

・ ホテルは、バリアフリー設備は完備されていないと事前に聞いてい

ましたが、部屋は広くて使いやすく、お風呂は手作りのスロープが設

置されていたり、料理もミキサー食の人にも楽しんでもらえるように

と食器や盛り付けなどに工夫されていたりと、ホテルの方々の「おも

てなしの心」を感じる事ができ、気持ちよく過ごす事ができました。 

－２日目－ 

・ 兼六園は、見学時間が短かったものの、バリアフリーコースもあり日

本三大庭園の一つを少しはご堪能いただけたかと思っています。 

・ 最後に立ち寄った徳光オアシスではお買物を楽しんでもらえました

か？ 

計画段階で多少の遅れが出ることも想定していましたが、皆さんのご

協力と見事なチームワークにより、到着が遅れることもなくほぼ予定

どおりに行うことができました。旅行会社・スタッフ・ボランティアの皆さ

んありがとうございました。また旅行の準備や、お菓子・飲み物の差し

入れなど、ご支援ご協力をいただきありがとうございました。 

北陸方面は歴史のある土地でもあり、昔ながらの旅館や建物が多く、

バリアフリー設備のある障害者の団体を受け入れ可能な宿がなかな

か見付からず、企画においてかなり苦戦しました。しかし、そのような土

地に私たちが共に協力し創意工夫しながら行くことができたことに、

今回の旅行の大きな意味があったのではと思います。 

また、今回の旅行で感じられたことやご意見ご感想などございました

ら、お話しお聞かせください。来年の旅行もより一層楽しんでいただけ

るよう参考にさせてもらたいと思います。よろしくお願いします。 

能登・金沢方面一泊旅行収支のご報告 

今年の旅行も参加者から良かった・楽しかったとの声を頂戴しました。あ
りがとうございました。費用を払っていただいた皆さんに、一泊旅行にか
かった収支のご報告をします。 

Ⅰ．収入 
１．皆さんやスタッフの参加費用 合計   531,000円 ① 
２．参加いただいた金丸様、山下様や社員また株主各位、 
 関係先よりの現金ご寄付等 
  現金   37,000円 ② 
３．㈱朋祐工務店様よりのご寄付 現金     50,000円 ③ 
        現金総合計(＝①＋②＋③) 618,000円 ④ 

Ⅱ．支出 
１．奈良交通支払一式 
バス関係（高速・入場料等を含む） 257,880円 
保険・通信費関係 3,000円×2 ＝   6,000円 
ホテル・食費等個人分 @15,735円 ＝  472,050円 
ホテル飲食等 26,870円 

  合計   762,800円 ア 
２．その他費用として、バス内飲み物や乗務員寸志や諸々の費用等 
  合計   31,585円 イ 
  支出総合計（＝ア＋イ） 794,385円 ウ 

Ⅲ．この差額は、④－ウ＝△176,385円となり、 
この費用は「ＬＬＰゆうりんの家」が負担しました。 

※ご参加の方には、集合写真とスナップ写真を追ってお渡しします。 

２日目 能登ロイヤルホテル→兼六園（見学・昼食）→徳光オアシス→京都 

バリアフリーコースだけど車椅子には 

坂道や砂利道は少し辛いかな… 

～初めて参加された方に感想をお聞きしました～ 

【Ａさん】 1、お食事が、とても美味しかったしよかった。2、お風呂もすごく気持ちがよかった。
3、部屋も大きくてよかった。悪いところは、ありませんでした。 

【Ｂさん】 ［ご家族より］何も迷惑を掛けてないようでホッとしました。楽しかったようです。 
［スタッフより］戸惑われることなく落ち着いて皆さんと一緒に行動されていまし
た。バスの中では車窓からの景色を楽しんでおられました。 

【Ｃさん】 なぎさドライブウェイに行ってきた！とご家族に報告され、非常に印象に残ってお
られたようです。 

【Ｄさん】 自分はなかなか旅行の機会もないから、今回「ゆうりんの家」の一泊旅行に初めて
参加しました。＜続きは最終面にてご紹介しています＞ 

 電動車椅子に 
引っ張ってもらって 

楽チンやわ！ 

寝顔スナップ みなさんお疲れのようです… 

金沢といえば加賀料理！？ 

お味の方はいかがでしたか？ 

庭園を見学中に立ち止まってもらい、ハイ、ポーズ！ 笑顔いただき～ぃ！！ 



 障害者とのかかわりのなかで  ― その４ ― 

 

 

障害のある方達との出会い 

藤 江 保 険 企 画 

藤 江 繁 夫 

私は、現在個人で保険の代理店をしております。数年前に同業者に紹介され、京都中小

企業家同友会に入会しました。最初例会に参加した時、どこかの委員会に所属するよう

にとのことであり、以前から少し関心のあった障害のある方について、もっと深く知る

ことが出来るのではないかと「障害者問題委員会」を希望致しました。 

ここから私と障害のある方達との出会いが始まりました。今から考えてみると、このきっ

かけが無ければ深く関わることも無かったと思います。 

それから出会いというのは不思議なもので、同じ時期に別の人から紹介されて「てんとう 

虫マラソン大会」に参加することになり、ここでまた障害のある方達と接することになりました。最初はラン

ナーとしての参加でしたが、いつの間にか今では実行委員となってしまいました。 

さて、「障害者問題委員会」では毎年一年を通じて色々な行事を障害者施設や作業所と一緒に行いおつき合いを

しております。このことによって障害のある方達と身近におつき合いが出来るようになりました。そして、知

識ばかりでなく少しずつではありますが実際の姿を理解することが出来るようになりました。勉強会、見学会、

研修に参加することで障害のある方達が置かれている現状や問題点についての報告を聞く機会が増え益々理解

を深めていっております。しかし、理解は深まっても私自身何をどうしたら良いのかなかなか思いつかないし、

行動が出来ているかは疑問です。 

私は仕事がら色々な方と接する機会が多いので、少しでも多くの方達に障害のある方達の現状などを話し、訴

えることは出来ると思っております。こういったことで、障害のある方々が自立出来ることに繋がれば良いな

と思っております。ただ、そんなに簡単なことではないとは思います。中小企業側も積極的に行動を起こして

くれるようになればと思っております。全国の中小企業の中には積極的に障害者雇用をしているところも徐々

に増えつつあるように聞いており、この京都でも私たちの先輩社長も障害者とともにお仕事をされています。 

ところで「てんとう虫マラソン大会」ですが、「健常者と障害のある人がマラソンを通じて交流を深め、広くお

互いを理解し、出会い・協力・援助の楽しさと大切さを知る機会とします」という趣旨が記されています。 

ボランティアスタッフも参加者も全員が同じ参加費を払い手作りでやっているマラソン大会です。したがって、

実行委員や運営委員はそれぞれ仕事がありますから集まるのは毎月一回ぐらいです。 

準備はほぼ一年がかりで行い、大会を成功させるために全員が頑張っております。今回で第１３回大会となり、

その間毎年約５００名位の参加者がありました。障害のある方の参加率はまだ低いように思いますが、これは

障害のある方も参加費を同じように負担するということが一つネックになっているようにも思えます。このこ

とは毎回議論されるのですが「当初からの思いがあるため」変更はしておりません。 

ただ、実行委員会では直接障害のある方達と日常的に関わるという機会が少ないので、出来るだけ施設や作業

所へのＰＲとかメディアへの報道依頼等、一般の方達により広く認知して頂こうと少しずつではありますが努

力をしております。しかし、あまり参加人数が多くなると開催場所に支障があり、障害のある方達への対応が

疎かになり、また安全な運営に支障を来たすということも考えておかなければなりません。 

最後に、今日まで短期間ではありますが、障害のある方達と接してきたことで、『障害といっても様々な障害が

ありひとくくりにして対応するのは難しく、障害の違いだけじゃなく人間である以上性格が関係してくる、こ

ういったことも理解したうえで接することが大切なのでは・・・・・』と私なりに考えております。 

藤江さんは「今までは障害者と接することなどなかった」と云われますが、こういう方が障害者問題に係わる

ことこそが、私たちは大切なことだと思っています。この道の専門家があれこれ考えることも大事ですが、係

わりのなかった方々が新たな視線で、この問題を考えることは底辺を広げる上からも必要なことです。そんな

同氏は、十数年続く「てんとう虫マラソン」（本年は9月23日予定）の主要実行委員の一人として、欠かすこ

との出来ない人材になられています。私たちもこの大会に介護タクシーで国際会館駅と宝ヶ池会場間をシャト

ル運行のお手伝いもさせて頂いてます。今年はどんな大会になるかナ。またどんなご活躍をされるのかナ！！ 



 

編 集 後 記 各種ご協賛賜り 

ありがとうございます 

賛助会費 
・千幸様 ・相田様 

ゆうりんの家の運営は、多く
の方々のご支援ご協力によ
り成り立っています。 

・某利用者さんの旅行の段取りに始まり、自身のス

イス旅行、そしてゆうりんの一泊旅行の企画と、

今年の夏は多くの旅行に携わりました。旅するこ

とももちろん、企画するのもまた楽しいですね！

この経験をまた活かせたらと思います。 

・秋は行楽シーズン。気候的にも最適。介護タク

シーでお出掛けなんていかがですか？ （Ｔ．Ｍ） 

・今回号はほぼ全編旅企画。恒例の一泊旅行報告

記やまたヘルパー責任者が綴る企画もガイヘル

など、正に日常を変える外出がテーマ。 

・編集長のスイス旅行記などもお国変われば・・・で

読み進むと楽しいのだが。（次回もっと楽しい？） 

・日常からの解放には「旅」が一番。でもどれも障

害者にはまだまだ厳しいことも多くある。（Ｔ．Ｓ） 

山城多賀フルーツライン 

【場所】京都府井手町大字多賀小字庵垣内16 
【電話】0774-82-4110  【時間】９時～17時 
【料金】食べ放題可能、持ち帰りは別途料金。 
   ぶどう1000円、柿800円、みかん800円など。 

みどり観光農園 

【場所】京都府井手町大字多賀小字東南組41 
【電話】0774-82-2654  【時間】10時～17時 
【料金】食べ放題可能、持ち帰りは別途料金。 
   柿1000円～、みかん1000円～など。 

               〈MY ROOM〉            藤 木 雅 博 
前号で、まだ題名を決めてなかったのでこれにしました。本当は僕自身あんまり題名とか全然こ

だわってないのですが、普段の業務からちょっと距離を置いて自分の部屋でリラックスした状態で

考えたいなという感じにしたかったので・・・（実際これを書いてるときは事務所の休憩室でごろご

ろしてます。）普段の場所でやると周りが気になるし何にも浮かんでこないんですよ。まあボチボ

チやっていこうと思っています。 

 さて、今号でおそらくいっぱい掲載されていると思いますが、先月の終わりに毎年恒例のゆうり

んの家の一泊旅行に行きました。今年は例年よりも暑さが厳しくコンディションが心配されました

が、石川県の方は思ったほどジメジメ感は無かったですね。湿度があまり高くなかった様で比較的

過ごしやすかったかなと思います。（大体京都がくそ暑すぎんねん!!） 参加された皆さんは楽しく 

すごせたんやろか。一泊二日のスケジュールって行く場所によってはハードなので、結構疲れてはったんちゃいますかね。

ホンマに皆さん（ボランティア、スタッフ含め）お疲れ様でした。そして僕も疲れました。（特にホテルでの入浴介助は燃えま

した！）僕自身、今回で旅行に行くの何回目かなあ？ あっ、4 回目でした｡毎年思うんですけど、普段介助してる人達の

知らなかった面が色々見えて面白いですね。環境の違うところだと、旅の開放感もあってか､いつも話せてなかった事な

どお互いに話が出来て良かったですわ。まあ話だけでなく、皆さんの行動にも不可解な（？）事を含めていくつか発見が

ありましたけど。今後もこういった旅行、また他のレクリエーションを継続させていきたいと思い、皆さんもどんどん参加し

てもらって色んなモノを（見て・聞いて・触って）感じて欲しく、自分の視野を拡げて日々の生活が楽しくなればええなと思

いますね。今は、ていうかこれからもだと思っていますが身の回りの環境のバリアフリー化がどんどん進み、体の不自由な

人が今まで踏み込めなかった場所へ行く事が可能になってます。 

でも、社会参加することに不安があり､外へ出る一歩目が踏み出せない人もまだまだ居てはると思います。 

そういった人たちに少しずつ自分の力で歩を進められるようサポート出来たら幸いです。 

 そういえばこの間、外出支援の活動時に利用者の家族さんとお話することがあって出た話なんですけども、「利用する

のが初めてに近い状態で、どういう所に連れていって貰えるんでしょうか？」とおっしゃっていました。僕はその時に返答

したかどうかわすれたんですが、いろいろな条件がありますけども 

かみ合えばどこでもＯＫですよ。それこそ日本全国・世界各国・月面 etc・・・どこへ行ったらアカン 

というのはないですので。―繰り返しますが、条件が合って来ればです。まあ現実的に言うと、定番な所でプール・映画

鑑賞・スポーツ観戦・コンサート・観劇．．．こんなところだろうと思います。僕は今まで色んな所へ利用者さんの同行をさせ

てもらいましたが、中には僕自身行った事のない場所もありましたね。ちなみに一番印象に残っているのは何年か前にウ

チの編集長と行った東京への日帰りです。あれは確か六本木ヒルズが出来て間もない時やったと記憶してます。何をした 

かというと、ヒルズの敷地内にある森ビル（高層ビルです）でお昼ご飯を食べてから、展望台に上がりまし

た。東京が一望出来るので色々な建物を見物し、編集長に頼まれ僕はひたすらデジカメのシャッターを切っ

てました。その後は時間が迫っていたので急いで京都に帰っていきました。時間押してたんですけども向こ

うに５～６時間滞在してたと思います。これは色々な条件がマッチした移動支援でした。御本人も僕もなん

かある種達成感というか、やってしまったという感じです。えっ？ホンマに日帰りかって？ ホンマです。 

こういう一例はなかなか実現するまで難しい面がありますが、皆さんが色んな場所へ当たり前に出

かけられる様な環境を作っていけたらええかなと思いますわ。 

このコーナーで取り上げてほしい内容などありましたら…fujiki＠bofs.co.jpまで 

ちょこっとバリアフリー情報  ～竹中ヘルパーなどと行く秋の味覚狩り！ なんてどう？～ 

秋は味覚狩りの季節！ぶどうや梨、りんご、みかんなど…自ら収穫して新鮮で甘ぁ～い果物を味わいませんか？ 



MIZUTANI の Ｍｅｓｅｎ ― パート６ ―      「スイス旅行記」 その１ 

７月中旬にスイスへ行ってきました。今号で紹介した金沢をはじめ国内旅行にも魅力はたくさん
ありますが、私が思う海外旅行の魅力といえば①異国の文化や人情に触れることができる。②
情緒ある街並みや絶景を目の当たりにできる。③海外へ行くことで大きな自信にもなる。などと
いったところ。今号、次号と２回にわたり「スイス旅行記」をお送りします。単に自慢話になってしま
うかもしれませんが、少しでも海外旅行に興味を持ってもらえると嬉しいな…。 

出発までが大変でした・・・・・ 

テレビなどでスイスの自然や絶景がよく紹介され、実際にこの目で見たいと以前から思っていま
した。個人で行くには言葉の壁もあり（スイスは自然が多く車椅子では厳しいことも考えられたの
で）旅行社の一般ツアーで行く方が安心だろうと、付き添ってくれる知人２人と共に大手旅行会
社を訪ねました。ツアーパンフからフリー時間が多くスケジュールにゆとりあるプランを選び申 
込みました。意外にもあっさり申込め少し拍子抜けしましたが、旅行中お願いしたいこと（私の移乗介助中、添乗員に荷物
を見てほしい、ホテルのバリアフリールームの手配など）も併せて伝えました。 

しかし、後日旅行社からツアー参加にＮＧが出たとの連絡が入りました。申込みの際にいろいろお願いしたことが裏目に
出たのか、旅行社が構えてしまったようです。再度旅行社と話し合い、何とかツアーへ参加できることになりました。 

これで出発の日を待つのみと思いきや、直前になってまた問題発生。私は夜間に呼吸器を使用しています。当然旅行中
も必要であり、空港で荷物として預け故障や紛失されたら困るので、呼吸器とバッテリーの航空機内への持込みを依頼
していました。しかし航空会社からＮＧが。どうも機内で呼吸器を使用すると思われたらしく、持込む理由を改めて伝え、
主治医の診断書も提出し、航空会社のドクターが主治医へ確認を取り、機内への持込み許可が下りました。 

さあ！いよいよスイスへ！！ 

出発日の朝を迎えました。関空へは特急「はるか」で。車椅子スペースは２席のみ。旅行人数が多ければ介護タクシーでの
空港送迎を利用する方が快適かな。関空へは朝８時に着きましたが、すでに国際線ロビーは人でいっぱい。通常は手荷物
検査や出国手続きは並ぶ必要も、車椅子障害者は、別ルートで並ぶことなく手続きを済ませられます。 

機内へは一般客が乗り込む前に案内してもらえます。車椅子は機内の入り口まで。そこから付添者に身体を抱えてもらい
座席に移動しました。（機内専用車椅子の利用も可能）実は呼吸器とバッテリーを機内に持込んだことで、手荷物の重量
制限を超えてしまい、手荷物用の座席を旅行社が手配してくれました。（そのことが判明したのが出発前日で運賃は旅行
社が負担してくれましたが、後から聞くと 12 万円したそうです） 

まずはドイツのフランクフルトまで約 12 時間半の旅。長時間のフライトも、しんどくなれば手荷物用の座席を利用して寝る
ことができ、機内では比較的快適に過ごすことができました。でも長かったぁ～。 

えっ？ドイツでは子供あつかい！？  

フランクフルトへ到着すると、添乗員に「この方に付いていけば次の飛行機に案内してもらえま
す」と言われ、案内されたところが、小さい子供がいてオモチャなどが置いてある、まるで託児
所のような部屋。「えっ！ドイツで僕は子供あつかい！？」と思いきや、奥には高齢者や車椅子
の方がおられ、ここで待っようにとのこと。（←写真）ドイツでは、乳幼児や高齢者・障害者は特別
な部屋に案内され、搭乗時間になると、車で飛行機まで連れて行くシステムのようです。 

スイス行きの搭乗時間は約３時間後。しかし予定時間になっても何の音沙汰もなく、もしかして忘
れられてる？そんな思いが頭をよぎり聞いてみると、飛行機が遅れているとのこと。日本では
考えられない対応も、ここはドイツ。日本人がせっかちなだけなのかな…。そして予定を約30分 

ほど過ぎようやく呼び出され、さあ車にと思いきや、次は手荷物検査とボディーチェック。その後、また車を待つことに。
日本に比べるとのんびりしているな～といった感じです。 

まさか救急車のお世話になるとは・・・・・ 
車椅子で乗るんだから、リフト付きの車が来るのかな？と思いきや、目の前に停まった
車はナ、ナント救急車！病気にもなっていないのに（すでに病気ですが…）ドイツで救
急車に乗るとは…しかもドイツだけに BMW の救急車です。隊員の方がヒョイっと車椅子
を持ち上げ車内へ。寝台の脇のスペースに車椅子を入れ、隊員の方が車椅子が動かな 

いように押さえてくれて
います。（写真→）しかし
救急車はどんどんスピード 
を上げカーブもアクセルを踏むので乗っていて怖い怖い。 

ようやくスイス到着！ 

スイス行きの飛行機に搭乗し約１時間のフライト。日本を出発

して約１７時間、やっとの思いでスイスのチューリッヒに到着し

ました。機内を出ると、小雨が降っていて、暑い日本とは違

い肌寒いくらい。この先の天候を気にしつつ、翌日アルプス

の山々へと向かったのですが、まさか○○○になるとは、こ

の時は夢にも思いませんでした…。この続きは次号で… 

乞うご期待！ ＜次号ではスイスでの様子を紹介します！＞ 

【Ｄ さんの一泊旅行感想の続き】一日目は松井秀喜
ベースボールミュージアムを見学し、なぎさドライブ
ウェイでは海の近くをバスが通り、泳ぎたい気分で見
ていたら、もうホテルに着きました。温泉に入り、一番楽
しみにしていた宴会では、いっぱいビールを飲み、自分
の好きな「I love you」を歌い、ちょっと飲みすきて酔っ
た気分だったかな！二日目は兼六園に行って見学した
りお土産を買ったりしました。持ってきたカメラで写真
を撮ったり、皆と話しをしたりと楽しい旅行が出来まし
た。これからも旅行やレクがあるそうなので、また楽し
い思い出を作れたらいいなと思っています。計画して
下さった方スタッフの方お世話になりありがとう。 

私のカメラで撮影した 
スイスの名峰マッターホルン 


