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福岡へ、３泊４日の旅（１２月１５日～１８日）１日目
九州地方最大の政令指定都市である福岡県福岡市。
今回、ＪＩＬ全国セミナーに参加するため、福岡に行って
きた。道中や街の様子を３面に分けて、お伝えする。
１日目、午前１０時に飛行機で青森空港を出発した。

2019 年の夏にリニューアル工事を終えた青森空港の車いす
用トイレは、非常
に使い勝手が良く
なっていた。
羽田空港でＪＡ
Ｌの最新機体で
あるＡ３５０（嵐
ジェット）に搭乗
して、福岡に向
かった。搭乗し
て驚いたのは、

エンジン音の少なさと全席にモニターが付いている点であ
る。モニターでは、機外の様子をカメラで見ることが出来
たり、バラエティー番組を含むあらゆるジャンルの映像が楽
しめたりする。この飛行機に乗るために、わざわざこの時
間帯の便を予約した。車いす用のトイレもあったが、手す
りが遠くてダメそうだった。
福岡空港に到着後、時間が空いたので太宰府天満宮に
行くことにした。福岡空港到着ゲートから地下鉄の福岡空
港駅までは、徒歩１～３分程度である。福岡空港駅は混雑
していたため、駅員に天神駅に行きたいと伝えて、Ｓｕｉｃ
ａとＰＡＳＭＯで改札を通った。その時に駅員から「これ
を天神駅の駅員に渡して、割引の処理をしてもらってくだ
さい。」と言われたため、天神駅に到着後、その通りにした。
しかし、天神駅の職員は「これは、通常のやり方ではあり
ません。券売機に行き、割引用の切符を買ってください。
空港駅の職員が何を言ったのかはわかりませんが、これが

本当のやり方です。」と言った。同じ鉄道会社であるので
あれば、やり方を統一してほしいなと感じた。天神駅から
何とか西鉄福岡駅に到着し、二日市駅で単線の太宰府線
に乗り換え、太宰府駅に向かった。太宰府駅から歩くこと
５分、太宰府天満宮が見えてきた。太宰府天満宮で参拝し
てお守りを買い、隣にある九州国立博物館に向かった。
九州国立博物館は天満宮の東側にある小高い山の上に
立っていて、車いすはエスカレーターの左側にある昇降リ
フトで上ることができるらしい。係員にインターホン越しに
リフトを呼びたい旨を伝えてから、インターホンの脇にある
リフト下降ボタンを押し、リフトを１分半ぐらいかけて下ろ
す。リフトが降りてきて扉が開き、手前にある扉も開く。
そうすると、準備完了だ。いざ、乗ってみた。でも、動か
ない。しかも警告音がずっと鳴っている。インターホン越
しに「２５０キロまでしか載せられない」と声が聞こえた。
重量オーバーだ。非常に残念だった。天満宮側入口から歩
いて１５分のところに別の入り口があり、そこであれば３５
０キロまで乗れるリフトがついていると言われた。それを
伝える紙は、必要だなと感じた。閉館時間も過ぎていたこ
とから、リフトに乗るのを諦めた。
太宰府駅から天神駅に戻り、天神駅からホテル最寄りの
博多駅に行き、ホテルにチェックインした。チェックイン後、
青森にはないファミレス・ロイヤルホストに行って、ロイホ
名物のオニオングラタンスープとパスタを食べて、コンビニに
寄りホテルに戻った。ホテルのバリアフリールームは浴槽が
自分には非常に使
いづらく、ユニット
バス式の脇のトイ
レは手すりが変な
位置に設置されて
いた。（２面に続く）

飛行機内飛行機内
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２日目は、博多駅の隣のバスターミナルで朝マック
を食べてから天神駅に行った。天神と博多はものすご
く地下街が発達しており、雨に濡れずに地下で周辺の
ビルに行けるようになっているところに驚いた。

地下街に接続する地下通路を東側に行き、福岡市役
所に向かった。福岡市役所では、１５階の最高の見晴
らしのところにある職員食堂に行き、そこでヘルパー
は和食を食べた。先程の地下通路を、さらに東側に行
くとセミナー会場であるアクロス福岡に直結してい
て、本当に便利な街だなと感じた。

１３時３０分から
セミナーを受けた。
終了後に天神駅から
藤崎駅に行ったあと
に、西鉄バスで福岡
タワーに向かった。
バスは、スロープ付
きで予約も要らなけ
れば乗車拒否もない。車輪止めもせず、車いすのブレ
ーキだけを掛けたかどうかを確認されるのみで出発
した。福岡タワー展望台からは、素晴らしい夜景を見
ることができた。福岡タワーから西新駅まで西鉄バス

で戻り、西新駅周辺にあるサイゼリヤでペペロンチ
ーノとティラミスを食べ、西新駅から博多駅に行っ
た。博多駅で『二○加（にわか）せんぺい』と『博多通
りもん』と【あまおう】苺関連お土産数点を買って、
ホテルに戻った。

３日目は、ホテ
ルでの朝食からス
タートした。

午前中のセミナ
ーの工程を終了さ
せた後に、お昼ご
飯は豚骨ラーメンを食べに行った。最初に目星をつ
けていたお店は、臨時休業していた。そこで、近くに
ある一風堂の本店に行ったが１５～２０センチ位
の高い段差があった。店の人が近所にある別の一風
堂に連れて行ってくれて、５センチ位の段差はあっ
たが入ることができた。やっぱり本場の味は違う。
めちゃめちゃ美味しかった。

急いで会場に戻り、午後から
のセミナーに参加した。すべて
の日程を終え、ホテルに戻った。

青森県の場合、毎年 8月下旬から 9月中旬にかけて行われる青森県障害者
スポーツ大会に出場し、「記録、全国大会の参加回数、車いすの選手の場合、青
森から開催地まで移動しやすいか」などの項目を全国大会青森県選手団の競
技ごとの監督、コーチ、役員の人が話し合い、次の年の選手団の選手を選考し
ているのでは？と柿崎は考えています。
※今の説明はあくまでも柿崎の仮説なので、深く信じないでいただけると幸いです。

ちなみに柿崎は 2008 年の大分大会、2010 年の千葉大会、そして 2018 年
の福井大会の 3回出場しました。今年は鹿児島県で開催されるので是非、出場したいです。

2025 年に開催が予定されている全国障害者スポーツ大会青森大会に向けて様々な情報をご紹介します。
柿崎　長潤

全国障害者スポーツ大会とは？

全国障害者スポーツ大会とは毎年、国体（国民体育大会）が終わった後に、国体と同じ会場で行われる日本で
最大級の障害者スポーツ大会です。

国体のパラリンピック版と考えていただけるとわかりやすいと思います (^^)

全国障害者スポーツ大会に出場するには

西鉄バス

福井大会（2018）

福岡へ、3 泊 4 日の旅　2 日目、3 日目

セミナーの様子
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最終日。飛行機の時間なども考慮し、セミナーは
参加できなかった。ホテルをチェックアウトした後
に、『やよい軒』に行き、そこで朝ごはんを食べた。や
よい軒から福岡市博物館に行くために、祇園駅から
西新駅に行き、バスに乗ることになった。だが、西新
駅に到着してから、どこのバス停に乗ればいいのか
が分からなくなり、近くにいた男女の警察官２人に
聞いてみたら、スマホを使いながら優しく教えてく
れた。ものすごく感
謝している。

紆余曲折ありな
がらも無事に目当
てのバスに乗るこ
とができ、福岡市博
物館に到着した。社

会科の教科書に必
ず掲載されている
一番身近な国宝の
漢倭奴国王印（通
称：金印）を見て、１
円玉程度の大きさ
で小さいことに驚い
た。社会科が好きな
身としては、「これが
あの金印か！すごい、生で見られた！」と思い、ゾクゾク
した。福岡市博物館からの帰りも博多駅まで西鉄バス
に乗ったのだが、路線バスが都市高速を走れることに
驚いた。

博多駅から福岡空港駅まで電車で移動した。福岡
空港でまた豚骨ラーメンを食べ、再びＡ３５０（嵐ジェ
ット）に搭乗して福岡空港から羽田空港に移動し、無
事に家に帰ってきた。

青森
 大恐竜展2019
青森
 大恐竜展2019

国内外で発掘された貴重な恐
竜の化石や全身骨格など約４０
点で劇的な変化を遂げた恐竜の
進化をたどる本県初の超大型恐
竜展を見に行ってきました。

毎年恒例の電車でお出かけ企画。今年は弘前でし
た。弘前駅前の商業施設「ヒロロ」内で美味しいもの
を食べ、いつもゆっくり話せない仲間と楽しい時間
を過ごしました。

電車で
 弘前へ行こう！

外出企画

（白戸　駿平）

堀江さん
「外出企画で一番の印象はチュッパチャップスの
ゆず味はミカンの皮っぽい味でマロンラテは考
えたくないほどのマズイ味でした。」

Sさん
「私は弘前に行く時はいつも車なので、今回列車
で行き、車で行く時とは違う楽しみがあり思い出
に残る行事となりました。」

感想

蒔苗さん
「骨格標本の多さと大きさに
びっくりしました。天井から
釣り下がったものもあって迫力に圧倒されまし
た。肌寒い１日ではありましたが心が楽しさで
温まった日でした。」

満さん
「子供の頃から興味があった事なので、見に行け
て大変良かったです。自分で提案した企画なの
で嬉しかったです。出土した骨とかも触れたの
で良い体験でした。また機会があれば企画を出
したいと思います。」

白戸さん
「恐竜展は思ったより多くの展示物があり満足
できるボリュームで最後のほうに動くティラノ
サウルスがいてすごかったです。」

感想

福岡へ、3 泊 4 日の旅　最終日

漢倭奴国王印（印面拡大プレート）

豚骨ラーメン（空港）



１０月２６日（土）２７日（日）
マエダガーラモール西バイパス店

今年も福祉展に参加してきました。
お客の流れはそんなに良くはなかったものの、

まずまずの売り上げを上げることが出来ました。
今回の売り上げは二日間で 16,500 円 ( テナン

ト料引いた売り上げ 14,850 円 ) でした

■一日中眠くて眠くて…って前にも書いたこと
あるかどうかも覚えていない、数えで７２に

）広（。たしまりな
■１月４日、行きつけの美容室のサイコロゲー
ムで６が出て、割引券を６枚Get！！。（Ｍ）

■長い間、正月らしいことをしてません。（松野）
■暖冬で今年の春は早いかも？（＾－＾）。(Ａ)

■先日、ロンドンタクシー新型車両『ＴＸ』の
発表会に行ってきた。ジャパンタクシーとの
違いに驚いた。(s.s.)
■青森は雪が大変だから災害が少ない・・・
という根拠なき帳尻合わせをしているの
で、逆に雪が少ないと根拠なき不安感もあ

）N（。りたっかなりたっ

１２月7日（土）17：00 ～19：00
二次会19：00 ～20：40

参加人数　３４名
今年の忘年会も青森国際ホテルで開催されまし

た。新しく入った方や、いつも話すことのない顔ぶ
れ、年に一度くらいしか会えない人などと話に花が
咲きまくっていました。
二次会では自慢の歌声を披露したり、デュエッ

トで素敵なハーモニーを奏でていました。

ねむのきアートフェスタ2019

日時：令和１年１１月２３日（土）
１１：００～１５：００

会場　県民福祉プラザ

「文化サークル作品の紹介」コーナーに参加し、

しゅみ活メンバー５名の作品を展示し活動 PR し

ました。

合同忘年会 報告 青森県総合福祉展参加報告

展示作品：イラスト、スクラッチアート、

　　　　　ねぶた絵、ミニねぶた

年賀状印刷御礼
　印刷枚数　４，２２８枚

　売上金額４１２，６２５円

御利用いただき、あり
がとうございました。

バックバック

バックバック

帽子帽子

エコ紙エコ紙

編集後記編集後記
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二次会会場二次会会場


