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Eメール kaigohukyu@pippikochi.or.jp
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●主催 社会福祉法人高知県社会福祉協議会
 第９回キッズ☆バリアフリーフェスティバル実行委員会

【交通機関のご案内】

〒780-8567　高知県高知市朝倉戊375-1

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

【駐車場について】

セミナ ー

●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

懇 親 会
■日　時 令和元年11月30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 5,500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。
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事務局

【講師】 畠山  織恵氏、畠山  亮夏氏
一般社団法人HI FIVE（ハイファイブ）代表

【講師】 尾立  真紀氏、山﨑  純代氏、公文  淑衣氏、雫  裕子氏
音楽グループゆるにこ　日本音楽療法学会認定音楽療法士

【参加費】
大人1,000円
18歳以下
500円

【参加費】
１組3００円

【定員】

100名

■自分らしく生きる人生
　～夢を見つけ叶えるために～

■障害のある子の支援者や家族
　のための「性と生命の教室」
 ～助産師さんにあれこれ聞いてみよう～

第9回
11月30日（土） 13：00～14：30

11月30日（土） 15：00～16：30

　生後10か月、長男が脳性麻痺の診断を受けたとき、母20歳、父23歳。
その時一番に願ったことは「この子が自分のことを誰よりも愛せますよ
うに」だった。高校在学中、単身キャンプ、パラグライダー、介助者無し車
椅子ヒッチハイクなどを経て、法人設立。現在彼の肩書は社長と大学講
師。「話せない」「動けない」という一見マイナスに感じることをどのよ
うにして「それも自分の価値の一つだ」と感じられるようになっていっ
たのか。「親も子も障害を言い訳にしない、自分らしく生きる人生」を楽
しみながら模索する中で起こった出来事やそこからの気づき、それぞれ
が感じてきた「家族」や「社会」とのつながりについてお話します。

　子どもからの性に関する質問、「まだ早いから」とはぐらかし
てしまったり、どこまで教えれば良いか迷ってしまう事はありま
せんか?性や体について正しい知識をもつことは、自尊感情を育
むとも言われています。情報過多な時代だからこそ、正しい知識
をもち、自分の体と心を守ることができるようになるために、周
りの大人の関わり方について助産師さんと一緒に考えてみませ
んか？

【講師】 細川  真利氏

【参加費】
1組（家族）

500円【定員】

各10組

　音楽のもつ生理的、心理的、社会的働きを用いて、心身の障害
の回復、機能の維持改善、生活の質の向上、行動の変容に向け
て、音楽を意図的、計画的に使用すること（日本音楽療法学会の
定義）。今回は子供さんの身体、発達状況、特性を考慮した音楽
活動を提供し、障害キッズだけでなく兄弟、保護者のみなさんも
一緒に楽しめる時間にしていきます。

　『いい人生は食から』…こども達が安全に食べられること。き
ちんと栄養が摂れること。食事が楽しめること。こども達のから
だと心の成長に食は大切な役割を持っています。今回は、こども
達が安全安心に食べられる嚥下食づくりの工夫やワンポイントア
ドバイスをお伝えしたいと思います。ご家族と一緒に食べられる
嚥下食をご紹介します。

障害キッズ・家族が

笑顔になり、

次につながる２日間！

子どもたちの

豊かな未来を！

（このは助産院　助産師）

【講師】 藤原  匡聡氏
（株式会社フードケア）

■みんなでいっしょに
音楽療法を体験してみよう！

■おいしく安全に！
家族と一緒に笑顔で食事を♪

12月1日（日）
①13：00～14：00（肢体、視覚、聴覚障がい児対象）
②14：30～15：30（知的障がい・発達障がい児対象）

12月1日（日） 10:30～11:30

障害キッズの

  可能性を伸ばす！

【定員】
30組
親子・支援者
と家族等

【参加費】

500円
【定員】

40名

12 ⁄1日
10：00～16：00

11⁄30土
令和元年

13：00～17：30

と  き ところ

入場
無料



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

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、
きょうだい（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、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

障害児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、障害児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児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  

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・体

おしり
まわり

食べることや
お口のこと

発達

制度

ことば・
コミュニケーション

目のこと、
耳のこと

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。

こんな福祉用具を展示する予定です

第9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！！

だれでも楽しめる
スポーツ
みんなで試合形式を
楽しみましょう。

＊ボッチャ

※発達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。

●きょうだい（児）支援のコーナー

●ペアレントメンターによる
　　　　　相談コーナーあります。
　（11月30日・12月1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・楽しい手づくり！

ポスター発表

障害者の就労支援事業所等が
つくった、おいしいものを
たくさん販売します。

障害キッズに関わる専門機関や
グループ等が大集合！！

各フロアを回っていただくことで、
子供の支援に関する情報収集ができます。

また、専門家への相談をすることもできます。

障害児に関わるグループの「自分た
ちの活動をもっと知ってもらいたい」
「いろんな人や団体を知りたい」「同
じ思いを持った人とつながりたい」な
ど、活動をポスターで発表します。

お食事お食事お食事

障害のある人のきょうだいを“きょうだい”
といいます。きょうだい（児）のサポートにつ
いて一緒に考えませんか。

スマイルフォトブース

11月30日（土）
12月1日（日）

両日開催
【参加費】

500円

「ＲｅＦＲＥＬ」のバリアフリーウェアを着て、
笑顔が咲く大きなお花「パピエフラワー」
に囲まれて、記念の一枚をどうぞ♡
ファッションショーもやるよ！


