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わくわく体験バスハイキング
日時 ● 平成31年2月2日（土）
場所 ●陸上自衛隊広報センター りっくんランド
川越市内散策
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わくわく体験バスハイキング 感想
川越のトトロの店が良かった。
りっくんランドバイク乗った。
（Y・Mさん）

川越でゆっくりお茶した。
お菓子はせんべいを買った。
（O・Mさん）

自分にも入る迷彩服があったので
着られて良かった。

展示されていた戦車が本物で迫力があった。
りっくんランドのお土産が他では買えない
ものだったので結構たくさん買った。
DVD 5枚ゲット!

（T・Tさん）

りっくんランドの3Dシアターが良かった。
川越が良かった。
（S・Yさん）

（K・Rさん）

川越のトトロの店が良かった。
りっくんランドは、
（O・Cさん）
普段見られないものがたくさんあった。
川越ではお菓子をたくさん
買って楽しかった。
（・
I Yさん）

笑顔のわくわくハイキング
境地区手をつなぐ育成会役員 石井芳江

............................................................................
りっくんランドでフライト
シミュレーションを2回もやった。
（M・Kさん）

バイクに乗った。お土産が良かった。
（Y・Rさん）

川越で買い物をした。楽しかった。
（O・Mさん）

観光バスに乗った。楽しかった。
（K・Jさん）

りっくんランドが良かった。
いも飯が美味かった。
（H・Mさん）

喜多院が良かった。
（O・Mさん）

りっくんランドが良かった。ご飯が美味かった。
（G・Aさん）

平成30年度のわくわく体験事業として2月2日(土)にバスハイ
キングに行きました。
天気は、
穏やかで暖かく絶好の日でした。
今年度のテーマは、
「自衛隊」と「お寺」と「駄菓子」。参加者は、7
つのグループに分かれ私は、
第6グループ5人での行動となりま
した。
まずは、
朝霞にある陸上自衛隊
「りっくんランド」
の見学と
体験でした。戦車の前で集合写真を撮りその後は、各グループ
で見学。私達は、室内に作られているヘリコプターの機内の搭
乗体験をし、
他のグループでは迷彩服を借りて着て隊員になっ
た気分を味わったりしている人もいました。みんなニコニコ顔
でした。
そして、
お土産の品物もたくさんあり自衛隊のいろいろ
な行事のDVDを買った人、
母へのお土産にと楽しそうでした。
お昼は、
名物のさつま芋料理でお腹もいっぱいになりました。
次は、
お寺で有名な
「喜多院」
を見学。
境内を歩きお参りして五
百羅漢を見学するとお金があがっているのがありました。顔
もいろいろですが自分の顔に似たものはなかなかないねー
と言いながら歩きました。
その後は、
お菓子横丁を散策。
土曜
日だったのでとても人が多く、
また外国の人は着物を着て街
をぶらり! 私達のグループもぶらり! お菓子横丁ではこんぺい
とうに麩菓子、ベビーチャンなどいろいろなお菓子がいっぱ
いでした。
思い思いのお菓子を買い私達のグループは、
いも恋
まんじゅうのお店で一休み! まんじゅうの中にはほくほくの
さつま芋とあんこが入っていてとても美味しかったです。グ
ループ行動もスムーズで楽しい1日を過ごす事が出来ました。
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福祉パレード

障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配
慮等を織り込んだ
「障害者差別解消法」
が施行されました
が、障害に対する知識や理解不足、偏見に起因する差別は
色々な場面で見られます。
この法律をより効力のあるもの
にするための啓発活動にもご協力をお願いいたします。
また、障害者権利条約が国連総会で採択されてから10年
以上経過していてもなお、知的障害者を取り巻く状況に
は、本人の経済的自立の困難、家族の経済的負担、家族の
心身の疲労、
親亡き後の不安など大きな課題があります。
私たち関係者は、
ここに集う皆様とともに、
障害者とその
家族が安心して生活できる社会を築くために更に努力す
ることを誓うものです。
これからも、
行政、
議会、
教育・福祉等の各機関が一丸とな
り、
障害のある人たちが将来に夢を描くことのできるよう
な施策の推進と、地域生活を支える環境基盤の整備をし
てくださいますよう、
心からお願い申し上げ、
メッセージと
いたします。

日時 ● 平成30年9月11日（火）
場所 ● 境地域福祉センター

第46回 福祉パレード メッセージ
境地区手をつなぐ育成会 会長 戸塚和市
第46回福祉パレード 境地区集会の開催に当りひと言メッ
セージを申し上げます。
私たち知的障害者支援に関わる関係団体では、毎年九月
を「知的障害者福祉月間」と定め、知的障害者に対する理
解の増進と、教育・福祉の向上を図るために、毎年この時
期にパレードを行っています。今年度は「共に生きる未来
をめざして」のスローガンのもと、理解の輪を広げて参り
たいと存じます。
始めに、障害者福祉をはじめとする福祉施策の推進にご
努力されている、
伊勢崎市および境地区の皆様に、
心から
感謝とお礼を申し上げます。
群馬県においては、
「新総合計画」
「
、群馬県版総合戦略」
に
基づいて障害者に対する地域生活、
就業支援の促進、
特別
支援教育の推進などに取り組まれており、
更なる前進に期
待するところです。

スポーツ大会

本人メッセージ

くわのみ利用者 小河原敦哉

今年も変わらない作業が続いてまいりましたが、
今度
は、
配送に挑戦してみたいです。
もし、
天候が良ければ
歩いて移動してみたいです。
クルマに気をつける事で
すけどちょっと不安ですがやってみたくなるのです。
これからも作業を続けてやりたいです。

陸上

日時 ● 平成30年9月16日（日）
場所 ● 県立ふれあいスポーツプラザ

みんなにんげん！つながりフェスティバル
日時 ● 平成３０年11月1１日（日）
場所 ● 境総合文化センター大ホール

東町お囃子保存会

3

●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●

群馬県手をつなぐ育成会 完全自立宣言講座事業
（委託事業）

料理教室（クリスマス会）
日時 ● 平成30年12月15日（土）
場所 ● 伊勢崎市障害者センター

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

不正・水増し・そして生産性

今、
国会では、
厚生労働省が作成する統計で不正が行わ
れていたことが問題になっています。
統計はあらゆる政
策の判断基準になるので、
統計が信用できないと、
すべ
ての政策が意味を失うとまで言われています。
日本は信
用できない国になりつつあるのでしょうか。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 昨年8月、中央省庁による、障害のある方の雇用数の水
増しがあったことが発覚し、
その後都道府県、
市町村な
どの各公共団体などでも、続々と同様の事態が発生し
ていることが明らかになりました。障害のある方の雇
日時 ● 平成31年1月19日（土）
用は、障害者雇用促進法という法律で義務付けられて
場所 ● 境地域福祉センター
います。にもかかわらず、その推進役や規範となるべき
国や行政機関が、
義務を果たしていないばかりか、
実際
よりも多く雇用しているように報告・公表していたとい
う問題です。就労を希望する当事者、就労を支援する事
業者、
両者が深く傷ついたのは言うまでもありません。
同じころ、某女性国会議員が、雑誌で、性的マイノリティ
の人たちについて
「子どもをつくらない。
つまり生産性
がない」などと主張するできごとがありました。
ここで
いう生産性がないとは、
たぶん、
国益に寄与しないとい
うことらしく、
さまざまな理由によって生産性が低いと
みなされるすべての人を平然と切り捨てています。
はた
して「生産性」は人間を評価するものさしとして有効な
のか? 切り捨てられた人たちだけでなく、
多くの人たち
が
「自分はそんな価値観に加担しない」
と表明しました。
では、
自分にはなにができるだろう。
身近な誰かが某国
会議員のような発想で人を貶めようとしたとき、
「違う
と思う」とはっきり意思表示していこう。そのくらいは
（事務局: N）
やらなくてはいけない。
静かに決意しました。

もちつき大会

＊すべての写真の掲載についてはご本人の同意を得ています。
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