（１）

障連協にゅーす 第24号
第 24 号

発行日 ２０ １１年７月２５日
編 集 ＮＰＯ法人
旭川障害者連絡協議会
発行者 吉 田
尚 弘
住 所 旭川市宮前通東4155番地30
旭川市障害者福祉センター
｢おぴった｣３Ｆ
電 話 ０１６６－ ３１－ ２２２６

■障連協にゅーす

24号目次

平成23年度旭川市障害者スポーツフェスタ （１）

おぴったまつりのお知らせ （３）

誰でも担げるＵＤみこし！（２）

ちょっと井戸端（４）

障害者スポーツ大会のお知らせ （２）

日・中・韓車イスカーリングアジア親善大会（４）

平成２３年度 旭川市障害者スポーツフェスタ
と
と

き：平成23年6月26日(日)
こ ろ：旭川市障害者福祉センター「おぴった｣
(旭川市宮前通東4155番地30)
主
催：旭川市
事業実施者：旭川市障害者スポーツフェスタ実行委員会

平成２３年６月２６日（日曜）旭川市障害者スポーツ
フェスタが開かれました。天候にも恵まれ、参加者、ス
タッフ、ボランティアを含め２１８名が集まりました。
開会に際して、大会長の旭川市長代理の高瀬副市長から

昼休みの障害者スポーツ体験★

挨拶と来賓の旭川市議会室井副議長より祝辞を頂きまし
た。
その後、旭川障害者スポーツ協会の方から競技説明が
あり、午前の部の競技が始まりました。プログラム１番
の「スラロームリレー」には高瀬氏、室井氏も参加され
車イスの扱いに苦労しながらも上手にコントロールされ
ていました。この競技には１チームが５人で１２チーム
が出来、たくさんの方が参加され競い合いました。
「パン屋さんへ行こう」ではカードを引き、どの景品
が当たるか解らず楽しみました。昼休みには障害があっ
てもいろいろな方法で楽しめるスポーツを体験しました。
午後からはフライングディスクでペットボトルを倒す
ペットボトルクラッシュや景品がかかっている三・五・
十ストライクと絵札合わせ。観客の応援で力を合わせた

白熱する綱引き！

綱引き。最後はボランティア学生によるラン＆タグパワー
（変則綱引き）で会場は盛り上がりました。
閉会式では、旭川障害者スポーツ協会速水会長より、
怪我もなく無事に、来年も元気で集える事を確かめ合え
るよう講評を頂き、なごやかな楽しい雰囲気の中、終了
しました。

当日の種目（以下の種目が行われました）
午 前 の部
① スラ ロー ムリ レ ー・ スト ラ ック アウ ト
② ゲー トリ レー ・ スト ラッ ク アウ ト
③ パン 屋さ んへ 行 こう （パ ン 取り 競争 ）
④ 玉入 れ

ボランティア学生によるラン＆タグパワー！

午 後の 部
⑤ ペ ッ トボ トル ・ク ラ ッシ ュ
⑥ 三 ・ 五・ 十ス トラ イ ク（ ボッ チ ャ編 ）
〃
（ ス トラ ック ア ウト 編）
⑦ 絵 札 合わ せ・ ラッ キ ーレ ース
⑧ 綱引き
⑨ ラ ン ＆タ グパ ワー

（２）
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今年で３年目の「誰でも担げるＵＤみこし」出陣します！
８月４日～６日に行われる旭川
夏まつり期間中の６日（土曜）

カムイ大雪バリアフリーツアーセンター・車いす紅
蓮隊の五十嵐です！近況報告！カムイ大雪バリアフリー
ツアーセンターをこの2月に開設しました！障がいが
ある人、高れいの方が旅行する時、行き先の様子がわ
かると安心ですよね。カムイ大雪バリアフリーツアー
センターは、旅行に来る方の病状や症状を聞き、その
方が使いやすいホテルやトイレ、旭川で体験できるこ
熱い心をもった人たちが集まる街にしたいです！
となどを案内する無料相談センターです！
今年の夏もみんなで、仲間で楽しみましょう！！！！
全国14箇所のバリアフリーツアーセンターが連携し
ていますので、旅行に行きたい方の相談も承ります！
ホテルやレストラン、料理店などの美味しいお店、旅
行中の楽しい遊び方など、旭川のバリアフリーな楽し
み方を募集中です！
さてさて、「誰でも担げるＵＤみこし」ですが、昨
年は一般の方から障がい者スポーツなどの仲間が約80
名も集まってくれました！担ぐ距離も伸ばし、大雪連
合御輿と一緒に買物公園！さんろくステージ前。その
後は昭和通を8の字に練行しました！昨年は途中から
大雨！しかし！！！みんなの心は折れません！最後ま
でやりとげる！その気持ちが大事。全員心を一つにし、
みこしを最後まで無事に担ぐことが出来ました！
さんろくまつり中は、日光を浴び、雨にもあたり、健
康そのもの！
カムイ大雪バリアフリーツアーセンター
さて、今年はどんなドラマが待っているだろう！3
車いす紅蓮隊 五十嵐 真幸
年目ということもあり、新しい仲間もたくさん参加し
携帯 080-3268-5589
ていただきたい。「できる・できない」ではなく、
E-mail igarashi-guren@sc-kamui.co.jp
「参加してみようかな？」とちょっとでも思ったらぜ
紅蓮隊Blog http://kurumaisugurentai.net/
ひ！今年は道内だけではなく、全国のバリアフリーツ
カムイ大雪バリアフリーツアーセンター
アーセンターを通して仲間にも呼びかけをしています！
http://www.kamui-daisetsu.org/
「誰でも担げるＵＤみこし」を知ってもらい、旭川で
こんなこともやっているよ！と、夏の風物詩になるよ
※ＵＤはユニバーサルデザインの略です。
うなＵＤみこしへ！

の「大雪さんろくまつり」
でみこしを担ぎます！！！

連 絡 先

障 害 者 スポ ー ツ大 会 の お 知 らせ
大会名

日程

会場

住所

申込日

第12回北海道ボッチャ選手権大会

9月4日（日）
9：00～16：30

道立野幌総合運動公園

江別市西野幌481

～8月17日（水）

第22回北海道障害者水泳大会

9月25日（日）
8：30～15：00

札幌市平岸プール

札幌市豊平区平岸5条14丁目1－1

8月2日（火）
～9月2日（金）

第23回
北海道障害者ボウリング大会

10月9日（日）
10：00～15：00

ワンダーボウル

小樽市築港11番5号ウィングベイ
小樽5番街4Ｆ

8月9日（火）
～9月9日（金）

第23回北海道障害者卓球大会

3月11日（日）
9：10～15：00

札幌市
身体障害者福祉センター

札幌市西区二十四軒2条6丁目

1月17日（土）
～2月17日（金）
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ちょっと
井戸端

ポリオと二次障害
（ポストポリオ症候群）

思い当たる症状がある場合は無理をせず筋肉を休ませ、
おさまって来てか ら、少しずつ翌日に 疲れが 残らない 程
度から徐々にリハビリをすることが肝心です。とはいえ、使

私は 、19 56年生まれで 一才半

い過ぎず、衰えない程度に運動するのはなかなか難しい

の 時に ポリオ に か か り両下肢障
害2級で す。道内のポリオ 経験者団体「北のポリオ の会」

ことだと日々感じています。水中運動は手足にあまり負担
がかからないので、良いそうです。

を1997年に立ち上げ、代表をしています。
このたび、ポリオの二次障害について、書いてほしいと

診察は神経内科・リハビリ科など神経・筋肉の障害を専
門に 診療してい る医師へご相談くだ さい 。全国ポリオ 会

ご依頼を受けました。当事者の 立場で 書きますの で 、医
学的なことは、専門の医師にお尋ね下さい。

連絡会のホームページ http://www.zenkokupolio.com/

ポリオとは、脊髄性小児麻痺ともいわれ、ポリオウイルス

働き盛りで 、二次障害を発症し仕事を続けられなくなる
人もいます。この場合、在職中にポストポリオ の診断を受

による感染症です。一週間程度の発熱の後、手足にマヒ

も参考になさって下さい。

が残ります。昭和30年代中頃まで は、北海道で も流行し
ました。昭和35、36年当時国交がなかった旧ソ連から生ワ
クチンが緊急輸入され、ポリオ の日本で の流行は終息し

けておくと障害厚生年金を受給できる場合もありますので、
退職後ゆ っくり病院にかかろうと考えている方は、ぜひ在

ました。

職中にいらして下さい。

国内で は、ポリオ による障害を持つ人はほぼ50歳以上

最近、ポリオ の不活化ワクチンが近いうちに導入される
という報道がありました。ポリオ 生ワクチンは、経口接種な

になり、過去の病気と考えられていましたが、二次障害を
発症する人が現れはじめました。症状としては、新たな筋

ので簡単なこととすぐに免疫が獲得されるので 流行地域
においてはとても有効です。ところが、現在の日本は流行

力の低下や筋肉の痩せ、筋肉・関節の痛み、手足のしび
れや冷感、息苦しさ、腰痛、疲れ易さなどです。

地ではなく、この生ワクチンによってポリオ罹患と同じ症状
が出てしまう例があり、問題になっています。不活化ワクチ

全てのポリオ 経験者が発症するわけではありません。も
ともとの マヒが あった手足に 現れる場合もありますし、マヒ

ンには、このおそれはありません。国内でも、安全なワクチ
ンが使えるようになる日が早く来ることを願っています。

がなかった手足に現れる場合もあります。
ポリオ 経験者は、子どもの頃に訓練（今で いうリハビリ）
を一生懸命おこなった経験が あり、筋力低下は運動不足

また、世界中か らポリオ が根絶される日が近いとも言わ
れ募金活動をおこなっている団体もあります。本当の意味
で過去の病気となることを祈っています。

と考えて無理をしすぎる傾向があり、この二次障害を悪化
させてしまう恐れがあります。

北のポリオの会 今田雅子

日・中・韓

車イスカーリングアジア親善大会

10月28日から30日に妹背牛カーリングホールで日本・中国・韓国の車イスカーリングアジア親善大会が開
催されます。今回で3回目となる大会。日本での国際試合は初めてです。韓国
はバンクーバーパラリンピックで銀メダルを獲得したチーム、中国は今年度世
界選手権で5位となったチームです。日本からは旭川キュー斗を含む２～４チー
ムが参加します。予選は総当たりで、上位4チームで決勝リーグが行われます。
選手の宿泊は旭川市内になりますので、是非歓迎をお願い致します。旭川キュー
斗も予選突破を目標にトレーニングをしています。妹背牛のカーリングホール
で生のカーリングを見にきて下さい。応援をよろしくお願いします。

編集
後記

今年も早い もの で 半年が過ぎてしまいまし
た。大きな事業で あるおぴったまつりも間近に

迫ってきました。
毎年の 事ながら多くの方の協力に支えられて、行える

ことに感謝しております。事業の 中核に いるとなか なか

周りの 状況が わか らず反省の日々を送っていますが、
今年も無事に乗り切れるようプ ラス思考で い こうと思って
ます。
更なる皆様の ご協力をよろしくお願いい たします。
（事務局）
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