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活 動 内 容 
ウィンドウでは身体に障害を持ったメンバー８名が、手作り品の製作販売を行っています。

その他下請け作業、パソコンでの製品管理、見学や職場体験の受け入れ、障害を知って貰うた

めの講演活動等も行っています。旅行やボウリング等の余暇活動も楽しみ、ボランティアの

方々との交流を図っています。障害をお持ちの方もぜひ見学にお越し下さい。 

活 動 日・時 間 
毎週 月曜日～金曜日 ９時～１７時（利用者の作業時間は１０時～１５時） 

 
 

ウ ィ ン ド ウ の 紹 介 

発行日 平成22 年９月８日  

発行元 ＮＰＯ法人ウィンドウ  地域活動支援センター手作り工房ウィンドウ 

            〒210-0832 川崎市川崎区池上新町2-8-5 コーポキド1階 

Tel/Fax 044-277-3113  http://www33.ocn.ne.jp/~tedukurikoubou/ 

 

  

◆ 販売場所を提供してください！      ◆ゆずって下さい！ 
ウィンドウの製品を販売して下さる場所、      使用済みの白いシーツを集めています。          

イベント等がありましたらご紹介下さい。      色柄ありでもＯＫ！ 

その他、タオルケット、バスタオル、 

◆ ボランティア募集中！           木綿布地も集めています。 

ミシン掛け・アイロン掛け             再利用して製品へと生まれ変わりますので 

手芸や手作りが得意な方歓迎です！         「そろそろ交換しようかしら」と思ったら 

毎週（月）～（金）１０時～１５時        捨てずにウィンドウにお持ち下さい！       

都合の良い日・時間帯にどうぞ！ 

 

◆ バザー品を提供してください！                
食器・タオル類・せっけん・文房具･･･などなど   ※問い合わせ先：手作り工房ウィンドウ 

（古着は集めておりません）              ☎０４４－２７７－３１１３            

              

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉バス（リフト付き）「きぼう号」って誰のためのバス？ 

 

第２号の日帰り旅行の感想に『新車の福祉バス「きぼう号」が、今後の利用をためらってしま

うほど利用しにくく、非情に残念･･･。』と書きましたが、「きぼう号」の説明とその後の状況をお

知らせいたします。 

福祉バス（リフト付き）「きぼう号」とは･･･川崎市の心身障害者児の福祉向上を目的に導入、

福祉団体や福祉施設が無料で利用できる大型のバスです。一般の観光バスでは歩行困難者（車い

す利用者等）の乗降が困難なため、リフトが付き、車いすに乗ったまま固定可能な箇所（２台の

み）があります。川崎市が民間バス会社に委託しており、昨年、廃車（１０年間使用）になるこ

とを期に入札が行われ、新車になったと共にバス会社も替わりました。 

どこが利用しにくいのか･･･車いすを固定できる場所が２箇所しかなく、車いす利用者が２名以

上乗車した場合は座席へ移動することになります。しかし自力で移動できない場合、介助者に抱

え上げてもらう必要があります。ここまでは昨年まで運行されていた「旧きぼう号」と同じです。 

しかし「新きぼう号」の場合、以前のバスとは座席の配置が替わってしまったため、座席の脇

に車いすを並べる事ができません。そのため、離れた場所から抱え上げた状態で狭い通路を通り、

座席に移動しなければなりません。ウィンドウが利用する場合、通常２名の座席移動が必要とな

り、この抱え上げ移動を乗降する度に繰り返すのは、介助者はもちろん車いす利用者にも相当な

負担と危険が伴います。ただリフトが付いていれば良いということではなく、乗車後も安心・安

全でなければ「福祉バス」とは言えません！そこで、利用後すぐに川崎市（障害福祉課きぼう号

担当）へ以下の要望を出しました。 

要望･･･利用団体のニーズに合わせて、車いすの固定箇所を増やして欲しい。 

回答･･･固定箇所を増やすには、座席を外すためにいちいち工場に持ち込む必要があり、また外

したままだと座席数が減り、他の団体が利用しにくくなるので、不可能です。付き添いの方に移

動の仕方の研修を受けて貰ってはいかがですか？ 

この回答を聞いて、唖然･･･そして怒りが込み上げてきました。①『座席数が減って他の団体が

利用しにくい』。立位・歩行ができない車いす利用者にこそ、このバスが必要なのに、この先１０

年間利用が不可能となります。②『付き添いの研修を行っては？』。「移動できない人は誰かが抱

えれば良い」などという発想そのものが、障害者の生活の質を下げることだとの認識もないので

しょうか？狭いバス内での抱え上げ移動がどれほど大変か、実際に見て下さい。③そもそも、新

車に替わる前に、利用状況や意見を聞く機会を作らなかったことに問題があります。入札でどの

くらいコストを削減できたのか分かりませんが、利用対象者を限定するようなことがあっては障

害者の社会行動を抑制することとなり、本末転倒です。④もしも改善されない場合には、民間の

リフト付きバスを利用せざるを得ません。しかし地域活動支援センターの運営費に余裕がないこ

とはご承知だと思いますので、その予算の助成をお願いしたい。 

と、改めて改善の要望を伝えましたが「現状では対応することが困難」とのこと。結局、「きぼ

う号」導入の原点から大きくかけ離れ、また特に重度身体障害者のことは全く考慮されていない

ということがよく分かりました。今回の入札の結果については、バスの構造意外に、他団体から

も様々な要望が出されており、今後も川崎市との交渉が続いていくことでしょう。 

 

そんな中、既に７月には「日帰り旅行」が計画されておりました。「きぼう号」が利用不可能だ

からと言って、年に一度のお楽しみを中止にはできません。そこで、今回は民間旅行会社のリフ

ト付きバスをチャーターする結果となりました。もちろん川崎市からの助成はなく、運営費の中

から絞り出すことになります。それでも、５名の車いす利用者が座席に移動する必要もなく、車

いすのままで居られ、気持ちも身体もとても楽であり、お陰でとても楽しい旅行となりました。

この様に安心・安全に利用できるのが本当の「福祉バス」ですよね。今後もこの動向を報告して

いきたいと思います。 (北島さとみ) 

 



 
 

 

 

総勢２９名、あさひ国際観光旅行社のリフト付き観光バスを利用して「葛西臨海水族園」と「フ

ジテレビ」へと行ってきました。 

        
車いすに乗ったまま固定できて楽ちん！       「あれは特に大きいなぁ～！」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
水族園内のレストランにて昼食 

                                              

 

   

７月１３日。葛西臨海水族園に行って来ました。 
蒸し暑い梅雨の最中。海と水辺の緑に囲まれた閑静な水族園で、ひとときの清涼感に浸って来ました。 
  かつて見学に行った、いろんな水族館には、プラネタリウムのようなトンネル状の巨大水槽や、人

気者のイルカや、アシカのショータイムなどがあり、水しぶきと観客の歓声で賑わっていました。し

かし葛西臨海水族園は、世界の海の生物を七つのエリアに分けて網羅。海の生物生態だけをじっくり

観察できる、沈黙と静寂の空間。その中の『大洋の航海者』の水槽には、多くの入園者から熱い眼差

しで見つめられる、看板スターがいます。巨大ドーナツ型水槽の中を群泳する、クロマグロ。中でも、

体長１・７メートル、体重９０キロと言う、最大級のクロマグロが所狭しと泳ぐ姿は、正に、圧巻で

した！。〈芳賀眞弓〉 

日帰り旅行 in 葛西臨海水族園～涼を求めて～ 平成22年7月13日(火) 

水族園の後はフジテレビに立ち寄り、

サザエさんショップでお土産を買う人、

コーヒーを飲んで一息入れる人と 
様々。やはり皆でワイワイと出掛 
けるのは楽しいものですね！ 

 

ご参加いただいた皆さん、有り難うございました！ 

50～60％の雨予報のなか、AM10:00頃川崎出発。「水

槽の中で泳ぎたい」の一言に乗せられ、バスガイド嬢の

おはなしも風のごとく、目的地に到着。辺りは商船のた

だようさま、ディズニーシーの建造物と絵模様。内部に

足を踏み入れると、鮪の速い群泳に圧倒され、1Fに進む

と7つの海（太平洋、大西洋、インド洋など）の展示水

槽前で「ワオ～、キャ～、まぁ～！」の声。視界からは

ずれるほどのカラフルな魚群の多さに私も「ワオ～！」。

サンゴの花に一重の目が二重に、ドラゴンフィッシュの

階段を昇るような泳ぎに、水槽に張りつき、深海魚に見

入り、ムツゴロウの姿に安らぎと･･･とても幸せな時でし

た、ありがとう！アッそうそう、昼食、楽しく美味しか

ったどぉ～。本日ほぼ終日快晴、ウィンドウのパワーは        

○○○○○也！（ボランティア Ａ．Ｍさん） 

 



 

 

                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７月26日（月）～29日（木）の染色体験教室週間

に７名の参加がありました。まずはウィンドウにつ

いての説明、そして染色の準備が出来るまで、各作

業テーブルを回り、利用者より個々の作業の説明を

受けました。染色の行程の説明には、皆さん「はぁ

～、こんな風にして出来上がるのねぇ･･･」と感心。

色の付け方を説明した後は、さぁ～皆さんも、挑戦

してみましょう！！  

実は、指導しているとその方の性格がよく分かり

ます。色の選択や配置など、悩みながらじっくり進

める慎重派、迷わず決める即決派･･･。好きな絵柄を

選んでも、以外にそれが難しいこともあって「もう、

これでいいや～！」なんて感じの方もいます。でも、

いざ型紙をはがしてみると「お～、いいじゃん！」

「きれい、きれい！」と歓声が上がり、皆さんご自

分の製品にほれぼれしています。きっと愛着を持っ

て大切に使って下さることでしょう。また来年も開

催しますので、皆さんもぜひご参加下さい！（sabu） 

 

 

「 染 色体験教室」開 催 

■毎年、市立大師中学校より生徒さん

が「職場体験」にみえます。今年は男

子が３名、慣れないエプロンを着け、

下準備を手伝っていただきました。先

日、「将来はウィンドウのような所で働

いてみたい」と感想を寄せて下さいま

した。今後に期待していますよ！ 

 

 

 

 

 
 

 

■8月6日（金）「第14回ウィンドウ杯 ボウリング大

会」が ROUND1 大師店にて開催され、１２名が２ゲ

ーム（以下合計点）を楽しみました。 
★第1位（２６４点・松本さん） 
★第2位（２５８点・北島さん） 
★第3位（２６１点ボランティア・大石さん） 
★ブービー賞（１６４点・Ｋさん） 
今回の賞品は今話題のゲゲゲの鬼太郎グッズ。深大

寺にある「鬼太郎茶屋」で購入した、マグカップ・日

本妖怪巻紙(トイレットペーパー)・ふりかけ等でした。

白ごまとわさびがピリッと効いた「児啼き爺ふりかけ」

はけっこうお勧め！ 
お手伝いいただきましたボランティアの皆さん、お疲

れ様でした！ 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注文承ります 
10 枚以上まとまればネーム入れもＯＫ！町内会・サークルなどの記念品や引き出物、ちょっ

としたプレゼントにも最適ですので、どうぞご利用下さい！ 

◆新規ネーム入れ、他オプションについては別途料金が掛かりますのでご相談ください！ 

★手染め製品★ 

エプロン・・・・・・￥１，５００～ 
袋（小・中・大）￥４００～￥６００ 
弁当袋・・・・・・・・・・￥５００ 
ブックカバー（文庫）・・・￥３００

（単行）・・・￥４００ 
ナフキン・・・・・・・・・￥４００ 

他各種あります 
エコバッグ・・・・・・・・¥５００ 
布花（３本）・・・・・・・￥１００ 

★キルティング製品★ 

ミニボストン・・・・・・・￥５００ 

ミニトート・・・・・・・・￥５００ 

箱ティッシュカバー・・・・￥６００ 

トイレストッカー・・・・・￥４００ 

ペン（めがね）ケース・・￥３００～ 

小銭入れ・・・・・・・・￥２００～ 

他各種あります 

パッチワーク風マット・・￥５００～ 

裏地付きプリント手提げ・・￥４００ 

川崎区 富士見  ふれあいショップかわせみ【労働会館内】 

幸 区 大宮町  ふれあいショップおおるり【ミューザ川崎４階】 
多摩区 登 戸  ふれあいショップせきれい【総合庁舎内】 

横浜市 鶴屋町  ともしびグッズコーナー【県民サポ－トセンター内】 
藤沢市 石 川  福祉ショップテルベ【イトーヨ－カドー湘南台店内】 

委託販売のご協力をいただきましてありがとうございます。 
 

～こちらでもウィンドウの製品をお買い上げいただけます～ 

「川崎区 障害者スポーツ交流会」開催に向けて 

 川崎区内にある、身体障害者を対象とした地域活動支援センター数カ所が集まり、「スポーツを

通じて交流を図ろう！」と、「川崎区 障害者スポーツ交流会」準備会を立ち上げました。 

この準備会は、各センターの利用者（1～2 名）が代表となり、オブザーバーであるＮＰＯ法人

もくれん大島 理事長・西森氏と共に、10～11 月頃の開催に向けて、月に 1 回準備会を行って

います。ウィンドウからも2 名が出席し、中心的な進行役となっており、頼もしい一面を見るこ

とができました。当日は体育館を利用して、ボッチャやグラウンドゴルフ、輪投げ等を行う予定

です。ボランティアさんも募集しておりますので、興味のある方はぜひご連絡下さい！ 

日程・場所等、詳細についてはウィンドウまでご連絡下さい。 

 



   賛助会員募集  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

✎ 編集後記 ✎ 
今年の猛暑には本当に参りました！特に車いす利用

者やバギーの子供さんは、頭上からは太陽、足もとか

らは熱された道路の照り返しでダブルパンチ！ 

ウィンドウは自力通所ですが、それでも熱中症で具合

の悪くなる人も出ずに一安心。 

さぁ、これからは過ごしやすい秋･･･を期待して、た

っぷりと睡眠をとり、夏の疲れを癒してバリバリ仕事

に励みましょう！と、自分に気合いを入れていま

す･･･。(sabu) 
 

☜ 案 内 
JR 川崎駅より 川崎鶴見臨港バス 川21 系統  

「（さつき橋経由）塩浜営業所」「日立造船」 

「水江町」行き、「臨港警察署前」下車、徒歩5 分  

◆ 布・材料・バザー品などのご提供を 
いただきました皆様、 

ありがとうございました！ 
 

 活動予定  

9／12（日）せいきょう30周年祭【観音町店】 

25（土）だいし健康福祉まつり【元大師ブランチ】 

10／ 8（金）赤い羽根共同募金【JR川崎駅前】 

9（土）10（日）川崎みなと祭り【川崎マリエン】 

15（金）かわしん展示即売会【かわしん本店】 

16（土）いいじゃんかわさき【平和通り】 れいんぼう祭り【れいんぼう川崎】   

17（日）いいじゃんかわさき【平和通り】 田島地区福祉のつどい【愛泉ホーム】 

23（土）女躰神社幼稚園バザー【幸区】 大師地区ふれあい祭り【大師公園】 

    七沢更生ホーム文化祭【厚木市】 

30（土）31（日）南身館フェスティバル【南部身体障害者福祉会館】 

11／ 5（金）いきいき健康づくり・子育てフェスタ【教育文化会館】 

  21（土）日本の祭り【桜本Ｌロード】 

※開催時間 10時～15 時（イベントによって異なります） 

 

  

 

ウィンドウの活動を支えて下さる方を募集致しておりますので、是非ご協力をお願い致します。 

◆賛助会員とは･･･この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体 
年会費 個人・団体 ３，０００円（一口）   ※お問い合わせはウィンドウまで 

 

   


