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全８紙面のうちの１紙面。 
 
「平成 20年度 就労移行支援（養成施設）入所式  自立訓練（機能訓練）利用開始」 

 さり気ないそよ風に桜の花びらが舞う晴天の４月９日、就労移行支援 （養成施設） の入所式が行われまし
た。男性７名、女性２名の合わせて９名のかたが専門課程の利用を開始されました。  
 入寮されるかたは３名、通所されるかたは６名ですが、これからは共にクラスメイト。３年間センターで一

緒に勉強することになります。自治会活動やクラブ活動などのセンター生活も充実させ、 あん摩マッサージ
指圧師・はり師・きゅう師の国家試験合格を目指してお互いがんばりましょう。  
 また、自立訓練（機能訓練）では、４月に２名、５月に１名、７月に３名のかたが新しく利用され、 歩行・
パソコン・点字等の訓練も開始されました。  
 訓練内容により数週間から３年間と訓練期間も様々ですが、センターでの訓練が利用されるみなさんの貴重

な財産になりますよう、 職員一丸となって支援したいと思います。  



全８紙面のうちの２紙面。 
「国立福岡視力障害センターとの親善交流会 開催！」 

 平成 20年 7月 10日から 11日の 2日間に渡り、標記の交流会が開催されました。国立福岡視力障害センタ
ーの利用者（24 名）と職員（2 名）が本センターを訪れ、ゴールボール、サウンドテーブルテニス、フロア
バレーボールの３競技で熱戦が繰り広げられました。 
この交流会は、毎年交互に訪問しあって親睦を深める伝統行事となっていますが、今年度からは新たに余暇活

動支援の一環として実施された次第です。特に夜の文化交流の部においては、両センターの利用者自治会の

方々が主体となって奔走しましたが、皆様の頑張りの甲斐あって、大成功のうちに幕を閉じることができまし

た。 
なお、肝心の競技結果は３競技とも神戸センターが勝利し、昨年度に引き続き優勝カップを手にすることがで

きました。参加者・関係者の皆様、本当にお疲れ様でした！ 



全８紙面のうちの３紙面。 
「余暇活動支援について」 

 本センターでは、これまで本来の訓練（就労移行支援・自立訓練）の他にクラブ活動や行事等の活動が実施

されていましたが、障害者自立支援法の導入や利用者数の減少等による情勢の変化もあり、これまで通りの形

で活動を継続していくことが困難となっていました。 
 そこで、平成 20年度からは、利用者の方々がより充実したセンター生活を送れることを目的として、これ
までのクラブ活動や行事を発展的に整理し、新たに「余暇活動支援」として独自にサービス提供していくこと

となりました。 
 これにより、クラブ活動や行事の継続はもとより、福祉関連の情報提供や講演等の実施が予定されています。 
 
平成 20年度 余暇活動支援年度計画 

１ 国立福岡視力障害センターとの親善交流会 平成 20年 7月実施済 
２ 兵庫県ローリングバレーボール大 平成 20年 10月実施予定 
３ ハイキング 平成 20年 10月実施予定 
４ 兵庫県グランドソフトボール選手権大会 平成 20年 11月実施予定 
５ 三都ゴールボール大会 平成 21年 1月実施予定 
６ サウンドテーブルテニスクラブ 盲学校との交流試合 実施時期未定 
７ 教養講習 実施時期未定 
 
 
 
「新入せい自己紹介 今年度新しく就労移行支援（養成施設）に入所されたみなさんの抱負を紹介します」 

 
●初めまして、今年度から入所した（Y．N）と申します。入所して数か月たちましたが、仲良くしていただ
いているかたや、まだお話をしたことのないかたもおられますが、多分三年間よろしくお願いいたします。 
 
●桜の満開の季節に入所して、早くも２か月が過ぎました。今までとは、１８０度位違う生活に慣れてきたと

ころです。毎日がいろんな経験の連続で楽しくもあり不安でもありますが、３年間頑張りすぎないようにやっ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。（Ｏ．Ｋ） 
 
●４月からご厄介になっている（Ｔ．Ｕ）という者です。以後、お見知り置きを。 



全８紙面のうちの 4紙面。 
●こんにちは、 ４月からお世話になっております（Ｋ．Ｈ）です。久しぶりの学生生活、 自分なりのペース
でがんばっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  
 
●４月、神戸視力センター入所式を無事終えて、指導員によるセンター内移動、１階から３階までの各教室を

自分で各教室を移動できるように訓練を受け、現在ではスムーズに移動ができ、先輩達から、よく挨拶の声を

かけられ、大きな声で返します。これからも気軽に声をかけて下さい。（Ｍ．Ｗ）  
 
●こんにちは。今年４月からセンターに通うことになりました（Ｙ． Ｎ） です。勉強するのは久しぶりです
が、マイペースで頑張っていきます。  
 
●「ちょっと じゃまするで～」 １年ボーズ （Ｍ． Ｙ）  
 
●４月からお世話になっています（Ｔ．Ａ）です。目標を高くもち、 勉強や学校生活をがんばっていきたい
と思いますので、 よろしくお願いします。  
 
●はじめまして、今年入所した（Ｋ．Ｍ）です。姫路在住の 28歳です。姫路から１時間ちょっとかけて通所
しています。家族、２歳ちょっとの猫と暮らしています。趣味は、 マニアックな鉄道とパソコンです。最近
は目の手術を６月はじめにしてからパソコンはなかなか触っていませんが…。天然的な面がありますが３年間

仲良くよろしくお願いします。 はたまた３年間で卒業できるか心配ですが…。何事も前向きにがんばります
のでよろしくお願いします。   
 
 
 
「平成 19年度理療教育課程卒業生・修了生の進路状況」 

高等課程 治療院就職 2名 求職中 2名 合計 4名 
専門課程 開業予定 1名 治療院就職 3名 病院就職 1名 進学 2名 求職中 2名 その他 7名 合計 16名 
研修クラス 進学 2名 求職中 2名 その他 1名 合計 5名 
 
 
 
「平成 19年度自立訓練（機能訓練）修了者の進路」 

家庭復帰 8名 就労継続 4名 就職活動 3名 進学（理療教育）2名 自立訓練継続 5名 中途解約 3名 合
計 25名 



全８紙面のうちの 5紙面。 
「自立訓練 所外レクリエーション 淡路島でのんびりリフレッシュ」 

 自立訓練（生活訓練課程）の所外レクリエーションを 5月 29日に実施しました。今回の目的地は南あわじ
市にある淡路ファームパーク イングランドの丘。ここはイギリスの湖水地方をイメージした農業公園で、甲
子園球場 14個分の広大な敷地の中に羊の放牧場や小動物とのふれあい体験コーナー、淡路島の特産物販売所
やレストラン等があり、日頃の訓練を忘れてのんびりと過ごしました。屋外施設が主だったのでお天気が心配

されましたが、イングランドの丘までのバス移動中に雨も上がり、暑くもなく寒くもなく快適な気候でした。 
 意外に盛り上がったのが小動物とのふれあい体験です。ウサギやモルモット、そして巨大リクガメ等とのふ

れあいに童心にかえって大はしゃぎしてしまいました。ふれあうことはできませんが、イングランドの丘の目

玉はコアラの展示。「イングランド」なのに「オーストラリアに生息するコアラ？なんでやねん！」とツッコ

ミを入れたいところですが、日本でコアラの展示をしている 9 箇所の 1 つがここだそうです。ガラス越しに
６匹のコアラが夜行性のためほとんど動かずじっとしていましたので、たんがんきょうでじっくり観察する利

用者さんもいました。 
 淡路名物玉ねぎソフトにチャレンジした方もいましたが、味は・・・皆さんのご想像にお任せします。ご参

加いただいた７名の利用者さん、いい思い出ができましたか？お疲れさまでした。 
 
 
 
「朗読・録音ボランティア紹介」 

 センターでは、朗読のボランティアとして現在６つの団体のかたから声を届けてもらっています。ぐるーぷ

燈台、朗読ボランティアグループＲ、明朗会、サークル音のさんぽみち、音訳の会「碧」の方々で、もう３０

年以上のお付き合いのところもあります。   
 活動内容は、対面朗読では週１回来所していただき、利用者が個別に好きな本や雑誌を直接読んでもらいま

す。録音利用では、読んでもらいたい本とカセットテープなどを利用者が用意し、職員がボランティアさんに

依頼して吹き込んでもらう形です。理療教育の専門的な本が多いようですが、プリント類が多いのも特徴です。

最近はカセットだけではなくＭＤの使用が増えており、ＣＤに対応してもらうこともあります。 
 一般の録音図書が利用しやすくなったこともあってか、朗読や録音サービスを利用するかたは以前ほど多く

はありませんが、一度利用すると何度も、というリピーターも多く、根強いファンがいると言えましょう。録

音の仕方から専門用語、試験問題の解答の読み方まで、細かい要望に応えていただくことも多く、いつもお世

話になっています。 
 また、定期的に、声のたよりを届けてくださるグループもあります。直接ボランティアさんに会える利用者

は対面朗読の一部のかたに限られていますが、ボランティアさんの存在は貴重であり、利用者、職員ともども

改めて感謝いたします。 



全８紙面のうちの６紙面。 
「総合避難訓練について」 

 年２回実施する第１回目の総合避難訓練を５月２８日に行いました。訓練当日には、神戸市西消防署の職員

のかたを招き、消火器による模擬訓練を実施し、避難誘導の際の心得を教示していただくことができました。 
 
「じんじ異動」 

３月３１日付 
退職   

島 哲三 （庶務課調理師長） 
再任用任期満了  

森本 宏美 （庶務課庶務係） 
４月１日付 

転出 

立見 光行 （庶務課長）→国立身体障害者リハビリテーションセンター管理部企画課長 
佐藤 正隆 （庶務課会計係長（給食係長併任））→国立身体障害者リハビリテーションセンター管理部医事

管理課管理係長 
宮下 晃 （庶務課会計係）→国立函館視力障害センター会計係 
山本 裕理 （指導課入所者援護係長）→近畿厚生局健康福祉部福祉課福祉係長 
高橋 博 （指導課生活支援専門職（情報指導主事併任））→国立身体障害者リハビリテーションセンター更

生訓練所指導部指導課生活支援専門職 
あい坂 忠 （教務課主任教官）→国立身体障害者リハビリテーションセンター更生訓練所理療教育部主任教

官 
転入 

赤坂 浩 （庶務課長）←九州厚生局健康福祉部福祉課長 
岩佐 やすし （庶務課会計係長（給食係長併任））←近畿厚生局健康福祉部福祉課福祉係長 
上 真紀子 （庶務課庶務係）←国立伊東重度障害者センター庶務課庶務係 
佐藤 智治 （指導課入所者援護係長）←国立別府重度障害者センター庶務課会計係 
谷 映志 （指導課生活支援専門職（情報指導主事併任））←国立身体障害者リハビリテーションセンター更

生訓練所指導部指導課生活支援専門職 
新規採用 

石川 健 （教務課教官） 
 
「ホームページを改修しました！」 

この度、本センターのホームページを改修いたしました。 
 今回の改修では、ジス規格を参考にしながら、音声化に配慮した画面構成に変更するとともに、拡大表示や

反転表示の選択機能のほか、内容の読み上げ機能も付加するなどして、より多くの皆様にアクセスしていただ

けるようアクセシビリティに配慮いたしました。 
 今後も、引き続き、よりよいホームページにするための検討を重ねてまいりますので、まずは、多くの皆様

にご訪問いただき、ご意見等頂戴したいと考えております。よろしくお願いいたします。

http://www.kobe-nhb.go.jp/ 
 
 



全８紙面のうちの７紙面。 
「センター行事（２００８年１１月から２００９年３月まで）」 

１１月。 

４日 第２回模擬試験（あん摩）。５日 第２回模擬試験（はり・きゅう）。１２日 総合避難訓練。 
１４日 第４回臨床研修講座。２５日～２８日 後期中間試験。下旬 求人説明会。 

１２月。 

３日～９日まで 障害者福祉週間。３日 第５回臨床研修講座。上旬 第５回進路指導講座。 
１３日 利用者冬期休業（専門課程）。２０日 利用者冬期休業（高等課程）。 
中旬 第６回臨床研修講座。 

１月。 

５日 授業・訓練開始。１４日第３回模擬試験（あん摩）。１５日第３回模擬試験（はり・きゅう）。 
中旬 卒業生への同窓会説明会。２１日 第６回臨床研修講座。 

２月。 

３日～５日 後期期末試験（受験学年）。上旬 職場開拓委員会（第２回目）。 
１８日～２０日 後期期末試験（在所学年）。２０日 終業式（高等課程３年）。 
２１日 あん摩マッサージ指圧師国家試験。２２日 はり師・きゅう師国家試験。 
２４日 卒業証書授与式。 

３月。  

６日終業式。７日 利用者春季休業（就労移行支援）。上旬 第７回進路指導講座。 
 
「御当地探訪③ 日本標準時の街  指導課 工藤 裕司」  

 ３回目を迎えた御当地探訪ですが、今回は少しアカデミックなローカルネタをご紹介しましょう。 
 神戸センターはもちろん神戸市にあるのですが、実は子午線の街として有名な明石市に隣接しています。子

午線とは、世界標準時の基準点となっているグリニッジ天文台から、時差１時間分に相当する経度１５度おき

に設定された経線のことです。地球上に２４本設定されており、日本では東経１３５度の子午線が唯一国内を

通過しています。それがたまたま明石市を通っていると言うわけで、明石市の時間が日本標準時と定められて

いるのです。ちなみに、神戸センターの経度は東経１３４．９８度、日本標準時との時差はわずかに５秒の地

点に存在しています。私など自転車で買い物に行くたびに、この子午線を行ったり来たりしているわけですが、

だからといって妙な満足感以外は生活上の変化は何もありません・・・。 
 さて、子午線とは言っても実際に地面に線が引いてあるわけではありませんので、それを記念して明石市天

文科学館が建てられています。そしてこの建物の時計塔が、ちょうど子午線上に来るように配置されているの

です。しかし、残念ながらこの時計塔から日本標準時が発信されているわけではありません。東京の独立行政

法人情報通信研究機構に置かれているセシウム原子時計が本当の日本標準時を刻んでおり、科学館の時計塔は、

この原子時計の時刻を反映しているだけというのがやや寂しいところです。このセシウム原子時計は１０万年

に１秒の誤差という精度を誇り、皆さんのご家庭で使われている電波時計用の信号電波やＮＴＴの時刻案内に

も使われているのです。 
 というわけで、今回は思いのほかまともな話をしてしまいましたが、実は明石市には子午線にまつわる平和

のヒーロー達が存在します。いずれも知る人ぞ知るローカル戦士で、明石市天文科学館所属（？）の「軌道星

隊シゴセンジャー」と、そのパロディーで、西明石駅南口で活躍する「迷惑駐輪ナクスンジャー」などの皆さ

んです。しかし、彼らが名物の子午線饅頭を好んで食べているかどうかは不明です・・・。  
 
 



全８紙面のうちの８紙面。 
「センター課外活動通信」 

第 2回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会結果 
 平成 20年 5月 24日（土）、伊丹市の「伊丹スポーツセンター」にて標記大会が開催されました。本センタ
ーから理療教育課程高等 2年の西村幸二さんが「ボール投げ」競技に参加し、優勝しました。おめでとうござ
います！ 
 
 
 
「利用者募集中 ～あなたも神戸でチャレンジしてみませんか!?～」 

 国立神戸視力障害センターでは、就労移行支援(養成施設)コース、自立訓練(機能訓練)コースの利用者を募
集しています。利用に関するご質問やご相談、見学希望など詳細につきましては、本センター指導課「入所係」

までお気軽にお問合せ下さい。 
 センター概要のパンフレットやリーフレットもございますので、送付を希望される方はご連絡ください。 
 なお、平成 20年度は毎月第 2土曜日の見学相談もお受けしていますので、平日ご都合がつかない方はぜひ
ご相談ください。(見学相談につきましては、事前に電話連絡をお願いいたします。) 
  

 就労移行支援（養成施設） あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を取って職業的自

立を目指したいかた  

 利用できるかた １８歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかた（視覚障害） 高卒以上  
 利用定員 ８４名（平成２１年度）  
 利用期間 ３年間  
 利用開始時期 毎年４月初旬  
 利用審査 書類審査 面接審査等 
 

 自立訓練（機能訓練） 見えない、見えづらいことでお困りのかた、移動が不安なかた、身の回り

のできることを増やしたいかた、パソコン（音声・拡大）などの操作を学びたいかた  

 利用できるかた １５歳以上で身体障害者手帳をお持ちのかた（視覚障害）  
 利用定員１０名  
 利用期間 利用されるかたにより異なります  
 利用開始時期 随時  
 利用審査 書類審査 
 
 利用手続きや費用について 障害者自立支援法に基づき、訓練に要する費用の１割（定率負担）と、食費、

光熱水費（実費相当分）の合計額をご負担いただきます。まずはお住まいの市区町村福祉課または本センター

指導課までご相談ください。 
電話 078-923-4670  
メールアドレス sidou@kobe-nhb.go.jp 
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