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♪ 新 潟 県 障 害 者 芸 術 文 化 祭 が 開 催 さ れ まし た ♪
11 月 15 日（土）から 23 日（日）
、新潟ふれ愛プラザにおいて『第 13 回
新潟県障害者芸術文化祭』が開催されました。初日のオープニングセレモニー
『佐藤博志ヴァイオリンコンサート』を皮切りに美術展・ステージ発表が行わ
れました。
美術展では過去最多となる 369 点の美術作品が所狭しと展示され、会場は
バラエティーに富んだ作品の数々で埋め尽くされました。
また、文芸作品部門も 222 点と多くの作品が集まり、心温まる文芸作品集
が出来上がりました。
最終日のステージ発表では、13
組の出演者による歌や踊り等が披露
され、出演者も来場者も笑顔あふれ
るステージとなりました。
今 年 度 は 昨 年 度 よ り 69 点 多 い
604 点の作品・発表のお申込みをい
ただきました。また、1,500 名を超
える多くの方々からご来場いただ
き、盛況のうちに無事終了いたしま
美術展
した。皆様ありがとうございました。
さとう ひろし

オープニングコンサート 美術展会場にて

新潟県のホームページから受賞作品をご覧いただけます 第13回新潟県障害者芸術文化祭
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青和会 （五泉市身体障害者福祉協会）
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検索

受賞者一覧 （敬称略）

ステージ発表

授産施設紹介
障害者芸術文化祭の受賞者に
は、毎年、県内の授産施設で作
られている授産製品を記念品と
して贈呈しています。

ななほ

今年度は、社会福祉法人七穂
会 障害福祉サービス事業 虹の
家の「花入れ」が贈られました。
今回は、記念品を作っていた
だいた虹の家をご紹介します。

4

虹の家は胎内市を中心に、新発田地域、村上市、阿賀野市から 76 名の
方が利用しています。市内外の企業からいただいた受託作業と自主生産作
業を行っています。
自主生産品は、陶器と布巾を製造し、道の駅加治川や、福祉の店パレット、
市内外のイベントなどで販売しています。
また、陶芸班は年 1 回、市内のギャラリーをお借りし、作陶展を開催し
ています。
陶器においては、利用者一人一人が形を決め、自
分が欲しいようなものを心を込めて作るということ
を目標に制作に励んでいます。定番のコーヒーカッ
プ、花入れのほか、今回の賞品のように、色、形な
どのオーダーをいただき、製造販売も行っています。

平成27年１月１日

コーナー
介
手を取りあってみんな笑顔に！
紹
団体
「障害者社会参加推進協議会」は、障害者の自立生活と社会参加を推進する

新潟県障害者社会参加推進センターの業務に関する企画・立案を行なっています。
協議会の構成団体（20団体）の活動状況等を順次掲載します。

県内2200人の会員とともに歩む


新潟県精神保健福祉士協会の紹介

新潟県腎臓病患者友の会
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当会は、結成43年になる県内透析患者の会です。現
在、透析患者は全国で32万人、県内では５千人、うち当
会会員は約半数の2200人おります。
私達は、ほとんどの人が必ず週３回通院し、１回４～
５時間の人工透析治療を受けなければなりません。今現
在は、国及び県や市町村の支援・助成のおかげで安心し
て安全な治療が受けられ、生活することができておりま
す。しかしながら高齢化社会が進む中で医療費の削減、
支援・助成の見直し等、私達患者にとっては死活問題と
なる検討が始まっております。
そのような状況の中で当会の活動としては、
① 国や県・市町村への要望活動
② 役立つ情報の発信
③ 勉強のための講演会・研修会の実施
④ 通院送迎のための要望および仕組作り
⑤ イベント・親睦会による会員交流
⑥ 臓器移植の普及啓発活動
⑦ 災害時の対策への取り組み
⑧ 電話相談
などこれらを通して、かつての「お金の切れ目が命の切
れ目」の時代に戻らないよう、また私達自身の生活の質
（ＱＯＬ）を高めるため、全国組織である「（一社）全
国腎臓病協議会（全腎協）」とともに、活動をしており
ます。
最近では、各市町村で慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策によ
る、定期検診の強化、市民セミナーの開催などで糖尿病
予防および慢性腎臓病から透析に入らないような取組み
がされています。そのような取組みに、私どもは透析に
入ってしまった患者として積極的に協力をさせていただ
いております。
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新潟県精神保健福祉士協会は、前進である新潟県精神
医学ソーシャルワーカー協会の設立から今年で39年目
を迎えております。この間、この領域の従事者の間で待
望されていた国家資格が1997年に実現致しましたが、
精神保健福祉士は未だ歴史の浅い専門職でございます。
精神保健福祉士は、社会福祉学を学問的な基盤とし、
現在、その多くは医療機関・障害福祉施設・行政等で従
事しております。主な活動は、精神障害者の生活問題や
社会問題の解決のための援助および権利支援を通して、
個人のライフスタイルの獲得を第一目標とした対人援助
に取り組んでおります。
この精神保健福祉士ですが、欧米では精神科ソーシャ
ルワーカー（ＰＳＷ：Psychiatric SocialWorker）と
して1950年代から精神科医療機関を中心に医療チーム
の一員として導入された歴史があります。一方、日本の
精神障害者に対する社会参加とその支援体制は先進諸国
の中でも制度改革が遅れた経緯があります。また、昨今
の拡大する日本のストレス社会においては、広く国民の
精神保健の保持に貢献できる医療・保健・福祉に跨る領
域の専門職が果たす役割は非常に重要であり、保健・医
療・福祉のフィールド以外の企業、教育、司法等の領域
からのニーズが寄せられております。
この様な社会的な背景から、新潟県精神保健福祉士協
会では、臨床現場の課題をいち早く精神障害者の立場か
ら提起して、社会変革に貢献できる専門職団体として明
確な支援を当会の精神保健福祉士の一人ひとりが具体的
に展開していけるように日々研鑽して参る所存でござい
ます。

会員家族交流会食事風景

県福祉部長様との懇談風景

連絡先（事務局）
新 潟 県腎臓病患者友の会
〒950-0329 新潟市江南区平賀70番地 舞平クリニック内
TEL・FAX 025-280-7441

連絡先（事務局）
新潟県精神保健福祉士協会
〒950-3102 新潟市北区島見町4540番地
医療法人 恵生会 南浜病院 内
TEL 025-255-2121
FAX 025-255-3532
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