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（１０４）共用品推進機構関連記事 

 

▼「第 12回千代田区福祉まつりを開催」 

 

 千代田区に住み、働き、学ぶ、多くの人たちが参加するイベント。出会いや 

 ふれあいを通じて、ともに支えあう“ちよだの福祉コミュニティ”づくりを 

 目的としています。 

 

 日時：2014年 10月 11日（土）午前 11時～午後 4時 

 場所：千代田区役所（千代田区九段南 1－2－1） 

 主催：福祉まつり実行委員会 

 共催：千代田区、千代田区社会福祉協議会 

 問い合わせ：千代田区社会福祉協議会 

  TEL：03-5282-3711 FAX：03-5282-3718  

  E-mail：12th@chiyoda-cosw.or.jp 

 http://www.chiyoda-cosw.or.jp/ 

 

▼「ブログを更新しました！」 

 

 ・第 41回国際福祉機器展 H.C.R 2014 

  「旅を楽しむ“10のコツ”と便利なグッズ展」 

  共用品ニュース（ブログ） http://www.kyoyohin-news.org/ 

 

▼「～凹凸の少ない観光コース＆人に優しい宿の本～ 

  『じゃらん 車イス・足腰が不安な方の バリアフリー旅』が発売」 

 

 国内旅行誌『じゃらん』が編集する初のバリアフリー旅行の本が、全国のセ 

 ブン-イレブン店舗またはセブンネットショッピング限定で、10月 11日（土） 

 より発売となる。車イスや杖を使用される方、足腰の不安な方・ご家族で、 

 旅を楽しみたい方に向けて、人気温泉地や世界遺産などの段差の少ない観光 

 コースや、人に優しい宿の情報を掲載する。共用品推進機構が企画展示に協 

 力した「国際福祉機器展」で展示された「旅に使えるお役立ちグッズ」が紹 

 介されている。掲載エリアは首都圏を中心に、北海道・沖縄を除く全国。20 

 14－2015年の年間保存版。カラー140P。690円（税込）（株）リクルートホー 

 ルディングス発行。 



 http://www.jalan.net/jalan/doc/top/honsi/mook_barrierfree.html 
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（１０５）各種催しとお知らせ 

 

▼「ユニバーサルデザインの『接客サービス講座』の受講者募集！／静岡県」 

 

 高齢の方、体の不自由な方、子ども連れの方など、多様なニーズをお持ちの 

 お客様への接客において、配慮するポイントや介助方法を実践的に学ぶユニ 

 バーサルデザインの「接客サービス講座」を静岡県内 3か所で開催。 

 【日時・場所】  

 静岡会場：平成 26年 10月 20日（月）10:00～16:00 

      静岡市城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟 

      （静岡市葵区城東町 24-1） 

 

 掛川会場：平成 26年 11月 19日（水）10:00～16:00  

      掛川市総合福祉センター（掛川市掛川 910-１） 

 

 三島会場：平成 26年 12月 2日（火）10:00～16:00  

      三島市民生涯学習センター（三島市大宮町 1-8-38） 

 【内容】 

 講義：・ 高齢者への理解と配慮するポイント 

    ・ 体の不自由な方への理解と配慮するポイント 

    ・ 小さなお子様連れの方への配慮するポイント 

    ・ 妊娠されている方への配慮するポイント  など 

 実技・体験：高齢者疑似体験、車いす操作、視覚障害のある方の誘導介助 

       妊婦さん疑似体験 

 詳しい内容や応募方法はこちら 

 http://www.pref.shizuoka.jp/ud/udservice2014.html 

 お申し込みはこちら（簡易電子申請：入力フォーム） 

 https://www.shinsei.elg-front.jp/shizuoka/uketsuke/dform.do?id=1410854094856 

 

 お問い合わせ 

  くらし・環境部管理局政策監（ユニバーサルデザイン担当） 

  〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 



  TEL：054-221-3153 

  FAX：054-221-3559 

  E-mail：ud@pref.shizuoka.lg.jp 

 

▼「『くらしのケアリングデザイン展 2014』開催のお知らせ」 

 

 美しいものを作ることだけがデザインじゃない。人を助けるモノ人を強くす 

 るもの。時には、人と人とに間にあたたかいつながりを育てるものを作るこ 

 ともデザインの大切な仕事ではないでしょうか。Good Over 50'sをテーマに、 

 素敵なものや道具たちが集結した「くらしのケアリングデザイン展 2014」。 

 

 主催：くらしのケアリングデザイン展実行委員会 

    （一般社団法人ケアリングデザイン） 

 会期：10月 22日（水）～11月 3日（月・祝） 

 会場：西武池袋本店 7階（中央 A6）＝インテリアフロア特設会場 

 問い合わせ 

  ケアリングデザイン展 2014セミナー事務局 

  TEL：03-5949-2501（直通電話） 

 http://www2.seibu.jp/wsc/010/N000069034/0/info_d 

 

▼「『第 16回西日本国際福祉機器展』開催のお知らせ」 

 

 人にやさしいクルマからペット、車いす、日常生活用品を一堂に紹介する地 

 域最大級の福祉介護機器展です。高齢者はもとより障害者の自立と介護をす 

 る方の負担軽減を図る用具に社会の関心が集まっています。同展では、国・ 

 県・市の施策方針とリンクしながら、関係団体の企画参加を得て、地域に根 

 ざした福祉の総合展示事業として、皆様に役立つ情報を発信しています。 

 

 会期：2014年 11月 7日（金）～9日（日） 

    10：00～17：00（最終日は 16：30まで） 

 会場：西日本総合展示場 新館（JR小倉駅北口徒歩５分） 

    福岡県北九州市小倉北区浅野 3-8-1 

 入場料：無料 

 問い合わせ 

  西日本国際福祉機器展事務局 

  公益財団法人 西日本産業貿易コンベンション協会内 



  〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3-8-1 

  TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845 

  問い合わせフォーム： 

  http://www.convention-a.jp/fukushi/contact.html 

 西日本国際福祉機器展ホームページ 

 http://www.convention-a.jp/fukushi/ 
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（１０６）製品関連記事 

 

▼「高齢者向けテレビスピーカー／パイオニア」 

 

  パイオニアは、高齢者向けテレビスピーカー「VMS-S710-K」を 10月下旬に 

 発売すると発表した。高齢者がスピーカーを手元に置くと、離れた場所でも 

 テレビの音が聞き取りやすい。デジタル無線方式で最大 30m離れたところまで 

 音を伝送できる。送信機とテレビを専用ケーブルで接続する。人の声の音声 

 帯域を強調して再生できる機能もあり、聞き取りやすくした。 

 （日経産業新聞 9月 30日 6面より抜粋） 

 

▼「運動靴の機能、日常用に メーカー各社高齢者向けに採用 

  ／ムーンスター、ヨネックス」  

 

  高齢者向け靴の秋の新作で、運動靴などに採用してきた機能をカジュアル 

 靴に広げる動きが出ている。旅行に頻繁に出かけるなど活動的なシニアが増 

 え、より快適な履き心地へのニーズが高まっていることに対応した。 

  運動靴メーカーのムーンスターは婦人靴「弾む足どり花歩き」を発売。70 

 ～80代の女性モニターの声を開発に生かし、かかと部分の保護パッドの設計 

 を工夫した。 

  スポーツ用品大手のヨネックスは「LE68（女性用）」、「MC68（男性用）」 

 の販売を始めた。靴紐の代わりに特殊ワイヤを用いており、ダイヤルを回す 

 だけで簡単に靴を脱いだり履いたりすることができる。靴を結ぶ手間が省け 

 るだけでなく、腰をかがめる負担も軽減される。 

 （日経ＭＪ 10月 3日 9面より抜粋） 

 

▼「『薬の時間です』声で通知／クラリオン、セントケア・ホールディング」 



 

  カーナビゲーション大手のクラリオンと介護大手のセントケア・ホールディ 

 ングは 2日、高齢者向けに薬の飲み忘れや飲み過ぎを防ぐ「服薬支援ロボ」を 

 開発したと発表した。同日付で共同出資会社を設立、2015年 2月に発売する。 

  薬を飲む時刻を 5分刻みで 1日に 4回登録できる。定時になるとセンサーで半 

 径約 5m以内に人がいることを確認し、「お薬の時間です」と音声で呼びかけ 

 る。取り出し口のボタンを押すと、1回分の薬が入ったケースを 1つ取り出せ 

 る。装置の中には、最大 7つのケースを詰めたカセットを 4つ装填できる。 

 （日経産業新聞 10月 3日 15面より抜粋） 

 

▼「爪切り、明るく大きく／ディープフィット」 

 

  ライトとルーペが付いた「よく見えるつめきり」。同社の化粧品ブランド 

 「まかないコスメ」から発売。刃物の町、岐阜県関市で作られた切れ味のよ 

 いステンレス刃を使用した。爪切りの刃先には発光ダイオード（LED）ライト 

 とルーペを備えており、高齢者でも大きく明るくは先が見えやすいので安心 

 して使える。 

 （日経ＭＪ 10月 6日 13面より抜粋） 
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（１０７）新刊紹介 

 

▼『発達が気になるこの運動あそび 88 子どもに合わせて楽しく続けられる！』 

 

 1人でも、2～3人でも、集団でも、園・学校でも、家庭でもできる、発達が気 

 になる子どもを含むすべての子どもたちが楽しめる運動あそびのプログラム 

 を紹介。運動発達のチェックリスト付き。 

  編著：松原豊（まつばら・ゆたか） 

  著：澤江幸則（さわえ・ゆきのり） 

  発行：学研教育出版 

  本体価格：1600円（税別） 

  ISBN：978-4-05-406031-9 

 

▼『ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり』 

 



 誰もが学びやすい授業のデザインとは？通常学級で取り組む授業のユニバー 

 サルデザインの実践を紹介するほか、学校全体で取り組むユニバーサルデザ 

 インなどについての考察を収録する。 

  編著：柘植雅義（つげ・まさよし） 

  著：柘植雅義（つげ・まさよし）ほか 

  発行：金子書房 

  本体価格：1300円（税別） 

  ISBN：978-4-7608-9541-0 

 

▼『特別支援教育が分かる本 3 

  通常学級でできる発達障害のある子のトラブル・行動問題への対処』 

 

 小学校で子どもたちが示す困った行動や対人トラブルを 14の事例として取り 

 上げ、教師が支援する際の方策をイラストつきで具体的に提示する。特別支 

 援教育の基本理念、取り組みを紹介する記事も充実。チェック欄あり。 

  著：温泉美雪（おんせん・みゆき） 

  監修：内山登紀夫（うちやま・ときお） 

  発行：ミネルヴァ書房 

  本体価格：2500円（税別） 

  ISBN：978-4-623-07912-0 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（編集後記） 

 明日 10月 11日（土）、千代田区役所で千代田福祉まつりが行われ、共用品推 

 進機構も出展させていただきます。 

 昨年、千代田区の石川雅己区長とお話しする機会があり、「せっかく千代田 

 区に事務所があるのだから、参加しないか？」と声をかけていただき、今年 

 で 2回目の参加となります。 

 クイズ形式で、共用品を知っていただこうと考えています。11時から 16時ま 

 での開催ですが、景品がなくなり次第終了になります。 

 もし、近くにお越しの際は、お立ち寄りいただけたらと思います。 

 （星川 安之） 

 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/event/documents/h261011-06-41.pdf 

 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/event/h261011-06.html  

 



 共用品推進機構公式サイト http://www.kyoyohin.org/ 

 共用品ニュース（ブログ） http://www.kyoyohin-news.org/ 


