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心配だけど、つい…

子どもとスマホ、正しい付き合い方

朝日新聞 2018 年 8 月 5 日

子どもとスマホを巡って

電話や文字のやりとりだけでなく、調べ物、
動画や音楽の視聴、ゲームなど、いまや生活に
欠かせないスマートフォンやタブレット端末。
育児の際に子どもに見せたり、子ども自身に使
わせたりすると、子どもの成長に何か影響があ
るのでしょうか。夏休みに、子どもと電子メデ
ィアの関係について考えます。
心配だけど 困るとつい…
子育て中の親たちは、実際、スマホをどう使
い、どんな悩みがあるのか。生後１カ月の赤ち
ゃんから高校生の子どもを持つ女性たちの育児
サークル「かしまま」
（奈良県香芝市）のメンバ
ーに聞きました。
「うちの子、動画を見るのが好き」「うちも、
うちも」と話は始まりました。スマホが手放せ
なくなってネット依存になったり、知らぬ間に
有害な動画を見てしまったりしないよう、使わ
せ方に気を付けつつ、子どもとスマホとの距離
感に悩むエピソードが続きます。
２歳の娘がいる女性（３０）は「出かける支
度を急いでいるときにスマホを見せてしまう」
と話します。１歳半ごろから自分で画面をスラ
イドできるようになり、子どもにふさわしくな
い動画を制限するユーチューブキッズを見せて
いるそうです。５歳の娘がいる女性（３７）も
「いつまでも動画を見たがるので、切るタイミ
ングに悩みます」と言います。小さなスマホの画面に集中するのは目に悪いのではないか
と、見せるときはテレビに接続しているという人や、「時間」が分かるようになってタイマ
ーが作動したらやめる約束で見せているという人もいました。
出来ればスマホを見せたくないと考えている中で、多くあがったのが、飲食店や電車の
中で周囲の人に不快に思われないよう、前もって子どもにスマホを与え、泣き出さないよ
うにしているという声でした。
米国で子育て経験のある女性（３９）は「日本は子どもに冷たい気がする」と話します。
米国ではレジに並んでいて子どもがぐずると、周りの人が「大丈夫だよ」とあやしてくれ
ました。翻って日本では、歩きスマホの人がベビーカーに気付かず、ぶつかられそうにな

ったり、子どもの泣き声に舌打ちされたと聞いたり。「嫌な思いをしないよう、先回りして
自分で守るしかないと感じます」
。また、スマホを使わせないできたのに帰省したときに祖
母がゲームをさせてしまったという人もいました。
「かしまま」は３月、
「ママと子どものためのスマホでつながる講座」を開きました。メ
ンバーから「スマホとどう付き合わせていけばいいのか」と心配の声があがっていたため
です。１２人が参加しました。
講師は子どもとネットの付き合い方について啓発活動に取り組む「ソーシャルメディア
研究会」の石川千明さん（５１）
。石川さんはゲーム制作会社勤務の後、学校などでの情報
モラル教育やネットトラブルの相談に携わっています。育児支援のボランティアグループ
も立ち上げて活動しています。
石川さんは、ＬＩＮＥでのトラブルや、ネットで知り合った人と日常的にやり取りする
ことは珍しいことではなくなっていることなど、子どもたちの今を伝え、
「ネットとリアル
の境目があいまいになっていて、あったことをすぐにＳＮＳに書き、ネットで知り合った
人と出会うことに抵抗がありません」。一方で、動画サイトに子どもの学校での様子を学校
名つきで投稿するなど、保護者自身の行動にも注意を促しました。また、石川さんは「ネ
ットで失敗した子どもたちの背景に日常生活で寂しさを感じている姿が見えます」と指摘
します。
「お父さんは休みの日はスマホでゲームをしている。お母さんは僕の顔を見ずにスマホ
ばかり見ている」と話してくれた子どもがいたことを紹介し、スマホの使い方といった技
術的なことではなく、人として守るべきルールを教えることと子どもの心を育てることが
大切だと話し、リアルなコミュニケーションや様々な体験が子どもを育てると話しました。
「スマホを持たずに子どもと外出したら、これまでスマホでふさがっていた手を子どもと
つなげた。すると子どもがうれしそうに笑ってくれたと報告してくれたお母さんがいた」
というエピソードが印象的でした。
「ネットで困ったことが起きたときに相談できるように、
私にでもいいですし、相談先を見つけておくことも大切です」
使うなら なるべく一緒に 中島匡博・中島こどもクリニック院長
子どもと電子メディアの関係について考えるようになったのは１
０年以上前です。月曜日の午前中に「頭が痛い」「体がだるい」と体
調不良を訴える子どもが多く受診するようになりました。生活ぶりを
聞くと、週末夜遅くまでテレビやビデオを見ていました。最近はテレ
ビがネットにつながったスマートフォンやタブレット端末に変わり
ました。使い始めも低年齢化しています。
乳幼児にスマホのアプリや動画を見せることで、親子がお互いに目を合わせ、スキンシ
ップをし、愛着形成や子どもの健全な成長を助ける時間が減ります。子どもが手で触った
り、なめたり、匂いをかいだりして五感を発達させる時間も減ります。
子どもは走ったりボールなどで遊んだりして体の動かし方やバランスのとり方を習得し、
動体視力なども発達します。大勢で遊ぶ中で友だちづきあいの仕方も学んでいきますが、
そういった機会も減ります。
家事をする際、子どもがおとなしくしているようにとスマホなどを見せる保護者がいま
す。口に入れても安全な小麦粉で作った粘土や、けがをする恐れのない段ボール箱や新聞
紙で遊ばせるなど、動画以外の方法も工夫してみて下さい。
もっとも、すべてがスマホのせいだというわけではありません。最近の公園は遊具が撤
去され、ボール遊びなどを禁止するところが増えています。子どもが外遊びしたくなる場
所を増やす必要もあると考えます。
また、育児に一切、スマホを使うべきではないというわけでもありません。子どものお
なかの調子が心配な時、スマホでうんちを撮影してきて医師に見せるなど、情報を伝えた
り、交換したりするのに使うのは有用な利用法だと思います。遠くに住む祖父母とテレビ
電話で話すのもいいですね。

スマホが今の生活に欠かせないのは事実です。ただし、子どもが小さなうちは、どの動
画やアプリをどれぐらいの時間見せるのか保護者がしっかり管理し、なるべく一緒に見た
り使ったりするべきです。子どもの使うスマホには見せたくないサイトにつながらないよ
うにするフィルタリングを必ずセットし、親のクレジットカード情報も入れないで下さい。
使用時間を制限すると同時に、それ以外の時間をどう使うのかも考えてあげましょう。
子どもが中学生ぐらいになったら、まず自分で使い方を考えさせ、それをもとに親子で
話し合い、
「夜１０時以降は使わない」などのルールと、約束を破ったらスマホの使用を３
日間禁止といった罰則も決めたうえで、使わせたらいいと思います。
電子メディアはどんどん進化しており、１０年後にどんなメディアが普及しているか予
測できません。科学的な根拠が示されるまで対策をとらないのでは手遅れになるおそれが
あります。予防原則で早めに対応すべきだと考えます。負の影響もあるという影の部分を
知った上で関わり方を考えたいものです。
悪者扱い 親を追い詰める 森戸やすみ・さくらが丘小児科クリニック医師
「子育てアプリをみせると赤ちゃんの成長がゆがむ」「（母親が）授
乳中にスマホを見ると赤ちゃんの脳に障害が生じる」――。育児サイト
などには、スマホやタブレット端末などの電子メディアを悪者扱いし、
保護者を脅す言葉があふれています。
しかし、スマホなどの悪影響で因果関係がある程度科学的にわかっ
ているのは、長時間見続けた場合の視力の低下だけではないでしょう
か。しかもこれはスマホに限りません。本だって近距離で長時間読め
ば、目が悪くなるおそれはあります。
乳幼児は五感を使った遊びが大切だと言われます。異論はありませんが、本も視覚しか
使わないのに子どもの読書に警鐘をならす人はいません。テレビもそうでしたが、いつの
時代も新しく登場したものに警鐘を鳴らしたがる人がいます。しかし多くは、悪影響が出
るのは度が過ぎた場合です。電車でスマホを見せたり、授乳中にスマホを見たりする程度
は目くじらを立てるほどのことではないと思います。
使う時間の長さに関係無く警告を発し、育児中の保護者にスマホの使用に罪悪感を抱か
せるような風潮は、悩みの多い保護者をますます追い詰めてしまうと懸念します。
スマホがあるから孤独に陥らずにすんでいるママが大勢いる現状にも目を向けるべきで
す。その一つがツイッター。
「＃2018feb_baby」といったように「＃（出産年、出産月の英
語の最初の３文字）_baby」と入力するだけで全国のママとつながって、真夜中に泣く赤ち
ゃんを寝かしつけようとしているのは自分ひとりじゃない、と癒やされるのです。
私のクリニックには、育児の悩みの解決法をスマホで調べようとして、ネット上にある
様々な情報のどれを信じればいいのかわからず、
「スマホ検索地獄」に陥っている人が来ま
す。英国や米国では政府機関が授乳や予防接種など育児全般についてわかりやすく情報提
供しています。日本でも政府などが信頼できる育児情報をわかりやすく提供して欲しいで
す。厚生労働省などＰＤＦファイルの多いサイトはスマホで見るのに向きません。
スマホのアプリには、子どもの興味の幅を広げてくれるものもあります。以前は、仲間
から「昆虫博士」と呼ばれるような特別に昆虫好きの子どもだけが虫に詳しかったのに、
今は多種類の昆虫が登場するゲームアプリがあり、昆虫好きではなくてもそのゲームで遊
ぶ子どもは驚くほど多くの昆虫を知っています。
現代社会は、パソコンやスマホなどが使えなければ学業にも仕事にも日常生活にも支障
が出ます。自分で責任をとらなければならない成人になってスマホを使い始め、取り返し
のつかない失敗をするよりは、何かあったら保護者に守ってもらえる未成年のうちに大人
の指導のもとでスマホを使い始め、小さな失敗をしながら適正な使い方を学んでいく方が
安全だと思います。
「子育てに社会が無関心だ」という声を聞き、はっとしました。いくら家庭でスマホと
の適切な付き合い方に取り組んでも、外で「少しでも泣かせられない」となれば、スマホ

であやさざるを得なくなります。孫を喜ばせようと祖父母がスマホを使わせてしまうケー
スもあります。子育て中の人たちだけが関心を持っていても解決しないと感じました。（山
田佳奈）
朝日新聞は７月、生まれた時からネットやスマホに接している子どもたちを描く企画「ネ
ットネイティブ」を始め、まずゲーム依存症などのリスクを取り上げました。子どもの１
年は大人の１年と重みが違います。依存症で貴重な子ども時代の時間を失わないよう、ス
マホを使わせる際には大人のかかわりが欠かせないのではないでしょうか。
（大岩ゆり）

手助けしたい、されたいを LINE が仲介

JR 西日本など実証実験
共同通信 2018 年 8 月 4 日
無料通信アプリＬＩＮＥ（ライン）を活用し、
車いす利用者や訪日外国人ら駅の移動で手助け
を必要とする人と、支援したい人を仲介するサ
ービスの実証実験が３日、ＪＲ大阪駅で始まっ
た。ＪＲ西日本と大日本印刷、ミライロの３社
共同で、３１日まで実施する。駅員がサポート
しきれない改札外の支援の仕組みづくりが狙い。
ＬＩＮＥを活用し、手助けが必要な人と支援したい人を
仲介する実証実験＝３日、ＪＲ大阪駅

利用したい人は「＆ＨＡＮＤ」というＬＩＮ
Ｅの専用アカウントを「友だち」として登録する。大阪駅構内で支援を必要とする人が困
っている内容のメッセージを発信すると、周辺にいる支援したい人に届く。支援の意思を
示すと、待ち合わせ場所周辺の地図と写真が表示される。
支援者はあらかじめ性別や年代、英語のレベル、介護福祉士といった保有資格を登録し
ておくことで、手助けできる範囲を伝えることができる。日本語と英語に対応している。
大日本印刷は、今後は百貨店などでの展開も検討していて、２０１９年度中の実用化を
目指している。
（共同通信）

触察画
始まる

画面に凹凸 触って鑑賞できる作品展
毎日新聞 2018 年 8 月 5 日

葛飾北斎が描いた富嶽三十六景に凹凸をつけた作品＝水

戸市の常磐大で
皆既日食の作品。左側は写真で、右側に凹凸が付いている
＝水戸市の常磐大で

視覚障害のある人が触って鑑賞できるよう表面
に凸凹を付けた「触察画」の作品展「さわってみ

る！～宙と大地と人～」が６日から、水戸市西原１の常磐市民センターで開かれる。主催
する常磐大学コミュニティ振興学部の中村正之教授（６４）は「障害の有無にかかわらず、
写真に表現されているものを楽しんでほしい」と話す。
【加藤栄】
皆既月食の作品を横から見ると凹凸が出来ていることが
分かる＝水戸市の常磐大で

作り方は、パソコンの専用ソフトで写真を線画
に加工し、熱膨張紙に印刷した後、機械で熱をか
ける。すると色の付いた部分の表面に点字のよう
な凹凸が付くという。
展覧会は「宙」
「大地」
「人」の三つのテーマに
分かれ、約６０点の作品が日替わりで展示される。
「宙」は土星や木星といった惑星や皆既月食などの天体写真で、星の輪郭などに凹凸を
付けている。このうち皆既日食は中村教授が昨年８月に米国で撮影した写真を使い、１１
枚を並べて満ち欠けを表現した。
また「大地」は江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎が描いた富嶽三十六景を使った。大きな
波しぶきが特徴の「神奈川沖浪裏（なみうら）」の触察画は初公開という。点字の説明も付
いている。さらに「人」は学生らが授業中に作成した自画像となっているほか、展覧会を
告知するポスターも触察画になっている。
中村教授は全盲の知人に天体写真を楽しんでもらう方法を考え、２００６年から作品作
りを開始。各地で展覧会を開き、１５年には富嶽の冊子を作り全国の点字図書館などに寄
贈した。
ポスター制作を担った同学部コミュニティ文化学科３年、白土舜稀（みつき）さんは「作
品のニュアンスに合わせ凹凸をつける部分を取捨選択した。視覚に障害のない方も触って
みてほしい」と話した。
１０日まで。午前１０時～午後３時。入場無料。問い合わせは中村教授の研究室（０２
９・２３２・２５１１）
。

会話楽しみ鑑賞 enoco で「おしゃべり美術館」展
大阪日日新聞 2018 年 8 月 5 日
大阪府立江之子島文化芸術創造センター（ｅｎｏｃｏ）は４日、おしゃべりＯＫの展覧
会「ｅｎｏｃｏおしゃべり美術館」展をスタートした。来館者は“会話”も楽しみながら
「大阪府２０世紀美術コレクション」の作品を
じっくり味わっていた。入場無料、２６日まで。
学芸員の導きで“会話”も楽しみながら作品を鑑賞する子
どもたち＝４日、大阪市西区の大阪府立江之子島文化芸
術創造センター

同展では会場内での会話をＯＫとし、作品を
見て感じたこと、考えたことなどを来館者同士
で話し合いながら鑑賞できる。
展示するのは、前田藤四郎「美女と野獣」
（１
９３０年）や浅野竹二「新大阪風景 大阪城雨
後」（３３年）など２４点。「対話しやすい作品
を、具体的に描かれているものから、だんだん
抽象的なものへと順に」
（学芸員の高橋真理子さん）並べている。
初回のイベントには未就学児らが参加。野村怜ちゃん（５）＝大阪市＝の母親は「楽し
く作品を鑑賞する方法を教えてもらえるいい機会」
、藪野阿子ちゃん（４）＝同＝の母親は
「普段はすぐに退屈してしまうが、今回はおしゃべりしながら楽しんでいる。いい刺激に
なれば」と話していた。

障害者差別なき社会に 全障研全国大会に２０００人 しんぶん赤旗 2018 年 8 月 5 日
「要求でつながり、差別や排除のない、平和な社会をめざし、だれもがいのちかがやく
未来へ」―。全国障害者問題研究会（全国委員長・荒川智茨城大学教授）の第５２回全国大
会が４日、埼玉県川越市で始まり、約２０００人が参加しました。５日まで。
荒川委員長はあいさつで、優生保護法下での強制不妊手術の問題をはじめとする障害者
の人権保障にかかわる諸問題にふれ、「障害者運動がますます重要となっている」と指摘。
今大会で学び、運動に役立てようと呼びかけました。
全障研５２回全国大会で、川越いもの子作業所の仲間た
ちが構成劇を演じました＝４日、埼玉県川越市

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の
新井たかね副会長が記念講演。重度心身障害のあ
る娘、育代さん（４６）との歩みの中で人間とし
ての尊厳、人権を重んじる人たちと出会ったこと
で、自身の中にあった優生思想的な考え方を一歩
ずつ克服し、「人間としてよりよく生きる価値観
を学んできた」と語りました。
「川越いもの子作業所」で働く障害のある仲間らが構成劇「川越ここがわたしの街」を
好演。仲間と働く楽しさやお互いの気持ちを分かり合う大切さを訴え、「重度障害のある人
の居場所づくりが必要です」と表現しました。
常任全国委員の石田誠さんが基調報告し、
「日本国憲法に込められた平和と民主主義と人
権の理念を実現していく努力のうちに、すべての人々の発達保障への道を切りひらいてい
きたい」と述べました。
国連・障害者権利条約をめぐる動向を薗部英夫副委員長が報告。「条約の最大のポイント
はインクルージョン、つまり排除しないということ」だと述べ、日本国内の現状を条約の
求めるものにしていくためにも障害者団体として「パラレルレポート」（民間報告）づくり
が重要だと強調しました。

パパは誰？ 男性に知られず出生前鑑定、増える利用

日本経済新聞 2018 年 8 月 5 日

男性側に知られずに胎児の父親がわかる（出生前親子鑑定
報告書の例）

妊娠中の女性の血液を使って、おなかの中の胎
児の父親が誰かを妊娠初期から DNA で鑑定でき
るサービスが波紋を広げている。男性側には一切
知られずに検査できるため、安易な中絶を助長す
るとの批判がある半面、女性が妊娠を継続するた
めの重要な判断材料になるとの声もある。バイオ
テクノロジーの発展が、利便性を高めるとともに
新たな問題も生み出している。
「これで検査してもらえますか」
7 月上旬、都内の幹線道路沿いにあるビルの 2 階。その女性は焦った様子でこう言いなが
ら、検査会社の職員に小さな紙袋を手渡した。中には血液が入った採血管と、男性側の検
体と思われる綿棒。
「出生前親子鑑定」を受けるのだという。
「郵送だと時間がもったいない」と女性。最短 5 日で結果が出ると聞くと足早に去って
行った。
出生前親子鑑定とは、子どもが妊婦のおなかの中にいるうちに DNA で父親を調べる検査
だ。最近、妊婦の血液（母体血）で検査できるようになり、利用者が増えている。複数の
男性と避妊せずに性交渉した女性が対処に悩んで利用するほか、女性の浮気を疑う男性側

が申し込むこともある。
母体血には胎児の DNA が約 10％流れており、その配列を解析して男性の DNA と照合し
判定する。妊娠 8～10 週目から検査が可能だ。数日～2 週間で結果が判明し、法的な中絶の
期限である 22 週未満までには十分間に合う。費用は 15 万～20 万円。サービスを提供する
企業の全体数は不明だが、インターネットでは 10 社程度が確認できる。
SeeDNA 法医学研究所（東京・足立）は受託件数が多いことで業界では知られた存在だ。
代表取締役のキム・キボム氏は「月に 70 件程度の実績があり、右肩上がりで増えている」
と明かす。利用者から「これで安心して母子手帳をもらいに行けます」などと感謝のメー
ルが幾つも届くという。
出生前親子鑑定は従来、産婦人科医が子宮に針を刺し羊水を採取しなければできなかっ
た。それが 2006 年に日本産科婦人科学会が裁判所からの要請などがない限り羊水を採取し
ないよう勧告したことで歯止めがかかり実施は限られていた。
だがバイオ技術の進歩により、11 年に母体血で鑑定する手法が米国で登場。2～3 年前か
ら国内で受託する企業が目立ち始めた。血液は 3000 円ほど払えば紹介先の診療所で採取し
てもらえるため、一気に広がった。
男性側に一切知られず検査も可能。男性の検体は通常、口の中を綿棒でぬぐって粘膜細
胞を取る。だが一部の企業では使用済みの紙コップや歯ブラシ、毛髪なども受け付けてい
る。どの企業も「男性側の同意が必須」と注意書きを添えているが、多くは厳密に確認し
ていないのが実情だ。
こうしたサービスに対して「安易な中絶を助長しかねない」などと批判する意見がある。
遺伝子検査に詳しい北里大学の高田史男教授は「中絶の判断に使われるケースは多いだ
ろう」と指摘する。
「規制する法律もなく野放しで行われている。ビジネスが生命の軽視と
安易な選別を助長している」と苦言を呈する。
親子鑑定や体質判定など、医療目的以外で行う遺伝子検査については法規制がない。経
済産業省は 13 年に「遺伝子検査ビジネス実施事業者の遵守事項」というガイドラインを策
定し、品質管理の徹底や受検者である男女双方の同意などを求めているが、強制力はない。
一方、女性に必要な検査との声もある。性問題に詳しい産婦人科医の宋美玄氏は「救わ
れる母親や子どももたくさんいるのでは」と話す。
妊娠は女性の体に大きな負担をもたらす。その継続を判断するのは女性の権利だ。検査
がその重要な材料になる
という側面もある。日本
では年間 17 万件の中絶
が行われているが、実際
には男性側の同意がなく
ても中絶が行われている
ケースがある。
DNA を使った通常の
親子鑑定は今や 2 万円以
下で簡単にできてしまう。
出産後に問題が発覚すれ
ば家族全員が不幸になり
かねず、その回避手段に
ニーズがあるのも当然だ
ろう。生命倫理を尊重す
るか、女性の権利を優先
するか。技術は社会に新
たな課題を突きつけてい
る。

■DNA1 文字違い→個人識別
出生前親子鑑定は次世代シーケンサーという機械を使い DNA 塩基配列を読み取る。配列
にある一文字が他人と異なる「一塩基多型（SNP）
」の有無を調査。SNP は数百万種類ある
とされ、その有無が個人 ID となる。子どもは父母から両方の SNP を受け継ぐ。
父親の SNP が胎児の DNA にあれば、親子関係の可能性は高まる。例えば 1 対の染色体
それぞれにある 1 文字について、母親が「AA」で父親が「TT」であれば、胎児は両親から
染色体を 1 つずつ受け継ぐため「AT」になる。そのような SNP を数百～数千カ所調べて
判定を下す。
技術は米ナテラ社（カリフォルニア州）が 2011 年に開発し、米 DDC 社（オハイオ州）
が窓口となりサービスを開始した。日本で鑑定を引き受ける企業の多くは DDC 社に検査を
外注。国内のラボで自社で検査する企業もある。
母親の血中に流れる胎児 DNA を利用する点では、ダウン症など胎児の染色体異常を事前
に判定する「新型出生前診断（NIPT）
」と共通だ。異常が見られた妊婦の 9 割以上が中絶
を選んでおり、
NIPT にも中絶を助長するとの批判がある。日本産科婦人科学会は今年 3 月、
NIPT の実施可能施設を拡大する方針を決めた。
（野村和博）

演劇部員は筋ジス患者 実体験を台本に全国大会出場へ

小林正典
朝日新聞 2018 年 8 月 5 日

全国大会に向け、稽古に励む前田渉吾さん（手前）ら朱雀高校演劇部の生
徒たち＝京都市中京区

京都府立朱雀高校（京都市中京区）の演劇部が、７～９日に
長野県で開かれる全国高校演劇大会に近畿ブロック代表として
出場する。近畿大会で最優秀賞を受けて全国大会に出場するの
は、京都府内で初めて。台本は、難病の筋ジストロフィーを患
う３年生、前田渉吾さん（１７）らの実体験に基づいて作った。
夏休みにも連日、部員１１人が稽古に励んでいる。
「障害のある人のこと、あんまり決めつけたりせんといてほ
しいなって思うねん」
練習会場の教室。
「青春讃夏（さんか）～僕らの時間～」と題
した劇で、前田さんが演じる中学２年生はこう語る。全身の筋
肉が衰える筋ジストロフィーを患う男子生徒という、同じ境遇
の設定。中学校の特別支援学級に通うこの生徒が演劇部に入り、部員はとまどうが、葛藤
を経て次第に和解していく物語だ。

「ふくしねぶた」今年も出陣、420 人が満喫
東奥日報 2018 年 8 月 5 日
ハネト姿で祭りを楽しむ「ふくしねぶた」の参加者ら＝4 日午後 7
時 40 分ごろ、青森市本町

青森ねぶた祭 3 日目の 4 日、障害者と
ボランティアらが運行に参加する「ふく
しねぶた」
（青森市社会福祉協議会主催）
が出陣した。青森市やむつ市、岩手県一
関市など県内外から福祉施設利用者やボランティアスタッフら約 420 人
が参加し、祭りの熱気あふれる中心街を練り歩いた。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も

大阪市天王寺区生玉前町 5-33 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会 社会政策研究所発行

