
今年はハイブリッドで開催！

助成金：令和2年度赤い羽根共同募金、2021年度徳島県福祉基金、2021年度さわやかレクリエーション、2021年度NPO強化事業

主催：徳島県肢体不自由児者父母の会連合会　共催：徳島赤十字ひのみね総合療育センター
協力：とくしま福祉機器展実行委員会、徳島文理大学、徳島県肢体不自由児協会、徳島県相談支援専門員協会、（一社）徳島県歯科医師会、（一社）徳島県歯科衛生士会、
（公社）徳島県建築士会、徳島県立ひのみね支援学校、医療法人徳寿会鴨島病院、徳島県障がい者スポーツ協会、希望の郷、徳島県自閉症協会、NPO法人オーティの会、
徳島県重症心身障害児（者）を守る会、小松島市手をつなぐ親の会、自立生活センターとくしま、徳島県言語聴覚士会、（公社）日本てんかん協会徳島県支部（順不同）
後援：徳島県、徳島市、小松島市、徳島県教育委員会、徳島市教育委員会、（社福）徳島県社会福祉協議会、（社福）徳島市社会福祉協議会、（社福）小松島市社会福祉協議会、
（公社）徳島県理学療法士会、（一社）徳島県作業療法士会、徳島県言語聴覚士会、（社福）徳島県手をつなぐ育成会、（社福）徳島県身体障害者連合会、徳島新聞社、
NHK徳島放送局、四国放送株式会社、株式会社エフエム徳島 （順不同）

第6回

視聴・入場

無料
11�27［土］オンラインセミナー 

11�28［日］会場展示
徳島市生涯福祉センター（ふれあい健康館）徳島市沖浜東2丁目16番地

と☆本会のYouTubeで第6回バリフリBOXオンライン機器展示配
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●問い合わせ
徳島県肢体不自由児者父母の会連合会　080-3854-6125（圓井まるい）
徳島赤十字ひのみね総合療育センター　0885-32-0903（稲垣）

会場アクセス
徳島市営バス
●「ふれあい健康館行き」終点下車
●南部循環バス「ふれあい健康館」下車
　徳島バス（徳島駅前5番のりば）
●バイパス経由小松島方面行き「文理大西口」下車

仲間たちの「見て」「聞いて」「触って」「考える」そんな願いを、今年は叶えたい！
昨年、初のオンラインセミナーに挑戦したバリフリBOXは、第6回をハイブリッドで開催します。

今回は「大人になっていく障がいのある仲間たち」に向けて、
仕事、社会参加、体調維持、災害への備え、将来の生活、楽しみ・・・障がいの種別を問わず、

インクルーシブな視点からのオンラインセミナーと、移動支援機器を中心とした機器や、ロボット、支援具、食関連の展示、
そして各種相談を行う会場展示を実施します。ちょっぴり、みんなが楽しめてホッとできる、遊びの場所も作っていますよ♪

今年も繋がろう！笑顔を紡ごう！バリフリBOXで！
2021

吉藤オリィ氏のオンラインセミナー開催！

株式会社オリィ研究所　代表取締役CEO　吉藤オリィ
小学５年～中学３年まで不登校を経験。高校時代に電動車椅子
の新機構の発明を行い、国内最大の科学コンテストJSECにて文
部科学大臣賞、世界最大の科学コンテストIntel ISEFにてGrand 
Award 3rd を受賞、その際に寄せられた相談と自身の療養経験
から「孤独の解消」を研究テーマとする。早稲田大学にて2009年
から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発を独自のア
プローチで取り組み、2012年株式会社オリィ研究所を設立。分身
ロボット「OriHime」、ALS等の患者さん向けの意思伝達装置「OriHime eye+ switch」、全国の車椅
子ユーザに利用されている車椅子アプリ「WheeLog!」、寝たきりでも働けるカフェ「分身ロボット
カフェ」等を開発。AERA「日本を突破する100人」、フォーブス誌が選ぶアジアを代表する青年30人
「30 Under 30 2016 ASIA」などに選ばれる。2018年より、デジタルハリウッド大学大学院特任教授
就任。書籍「孤独は消せる」「サイボーグ時代」「ミライの武器」

☆YouTube Liveで配信する魅力のセミナーを、パーソナリティの進行で楽しもう！
☆会場展示は感染防止対策を十分行い、発見！体験！納得！のチャンスを提供
☆本会のYouTubeで第6回バリフリBOXオンライン機器展示配信中！

特別講演（Zoom配信）
ロボットカフェから社会の未来を創る！
オリヒメからの提案
１０：００～１１：００　 要申込▼　

オリヒメ開発の
オリィ研究所

第6回バリフリBOX会場展示ご参加についてのお願い　　11月28日（日）

バリフリBOX会場展示では、参加の皆さまの安全を確保するため、下記の通り十分な新型コロナウィルス感
染防止対策を講じたうえで開催してまいります。今後の感染状況により、追加対策、変更等が生じた場合は、
徳島県肢体不自由児者父母の会連合会のホームページにてご案内いたします。

来場登録
来場されたら、受付で来場登録をお願いし
ます。スマホ入力2次元バーコード、もしく
は、記入用紙で登録してください。

マスク着用
可能な限りマスクの着用をお願いします。

入場時検温
非接触体温計等による体温測定を行いま
す。37.5度以上の方は入場をお断りします。

手指消毒
会場入口への消毒液の設置ならびに共用
部の巡回清掃・消毒。

会場内換気
会場のドア開放や空調運転により定期的
な換気を行います。

フィジカルディスタンス
ほかの人との間隔を十分にお取りください。

来場者状況配信
来場者の人数制限をしますので、現在の来
場者状況を本会のFacebookページでお知
らせします。ぜひ来館前のチエックを！

次の方は展示会への
参加を控えてください
発熱、咳、咽頭痛、陽性者との濃厚接触者、
体調がすぐれない場合など。

直行・直帰
「三つの密」および飲食を回避するため、直
行・直帰を行ってください。

徳島県肢体不自由児者父母の会連合会
ホームページ フェイスブック



機器展示
　
●はれ工房
●ワークセンター香川
●Gサポート
車椅子、バギーを中心とした、新製品を含
む約50種類

●港産業
分身ロボットOriHime、アシストスーツ、
マッスルスーツ、コミュニケーションロボ
PALRO

●大塚製薬
各種嚥下食

●滝本義肢製作所
身近な日常生活を円滑にするための自助具

　　相談・情報・展示
●徳島県建築士会
バリアフリーリフォームの事例紹介や、耐
震診断の個別相談。

●徳島県歯科医師会
●徳島県歯科衛生士会
お口に関する日常ケアや歯科治療の個別
相談。

●日本てんかん協会徳島県支部
てんかんに関する情報提供、相談。書籍の
案内。

●徳島県自閉症協会
●NPO法人トモニ発達支援所
●NPO法人オーティの会
発達障がいの子どもたちの療育相談、支
援グッズ情報。

●徳島県言語聴覚士会
発達障がいの子どもたちのコミュニケー
ション相談。

●徳島県肢体不自由児者
　父母の会連合会
障がい児者に適した防災備蓄品の紹介と
販売。

遊　び
●ハンドアーチェリー
ダーツのようなレクリエーションスポー
ツ。補助具もあるので誰でも楽しめる♪

●バルーンアート（ハッピースプロジェクト）
バルーンの可愛いフォトフレームで、記念
撮影♪

●コットンボールライトの部屋
きらきら光るコットンボールライトに包ま
れてみよう♪
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会場配置図

オンラインセミナー 11月28日（日） 会場展示ふれあい健康館
１Fきっかけ空間　10：00～16：00

吉藤オリィ氏 オンラインセミナー（Zoom配信） 11月27日（土）10：00～11：00
ロボットカフェから社会の未来を創る！オリヒメからの提案
申し込み締め切り：11月1日（月）　定員：1,000名
申込方法：電子申請（表紙QRコードから申し込めます。もしくは、徳島県肢連HPよりアクセスしてください。
https://tokushiren.com/  、 お問い合わせ：E-mail　barifuribox@gmail.com）

11月27日（土）11：00～YouTube Live　オンラインセミナー配信内容
徳島県肢体不自由児者父母の会連合会のYouTubeチャンネルから視聴できます

11:00～

11:15～

11:55～

13:00～

14:20～

15:40～

16:20～

オープニング

セミナー❶　止まらないてんかんに対する治療と薬の最新情報
かいつぶり診療所・湖北グリーブクリニック 総院長
全国肢体不自由児者父母の会連合会 副会長　植松 潤治

セミナー❷　摂食・嚥下のトータルコーディネート～発達段階に沿った支援～
鴨島病院 言語聴覚士　中内 洋介

セミナー❸　災害に備えるⅠ　避難を支える～車いす避難サポーター養成とちょい楽ばんどの検証～　　
徳島文理大学保健福祉学部理学療法学科 教授　柳澤 幸夫
まるいラボ 代表　圓井 美貴子

セミナー❹　災害に備えるⅡ　木造住宅の地震対策で安全な住まいづくり
徳島県建築士会 バリアフリーデザイン研究会　中村 正則

セミナー❺　障がい者の自立を考えるⅠ 子も親も願う楽しい将来の住まい方を考えてみる！　　　　　
社会福祉法人伊達コスモス2１ 理事長・統括事業管理者　大垣 勲男

セミナー❻　障がい者の自立を考えるⅡ　障がいのある子の財産管理
徳島弁護士会 弁護士　 櫻井 彰

セミナー❼　障がい児者のために音楽療法ができること　　　　　　　　　　　　　
徳島文理大学音楽学部音楽学科音楽療法コース 講師・音楽療法士　千葉 さやか

セミナー❽　「私は支援機器を使って、こんな風に社会人してます♪」ユーザーたちの日々を紹介！　　　　　　　　　　　　　
コーディネーター　独立行政法人国立高等専門学校機構熊本高等専門学校 特命客員教授　福島 勇
事例発表　　　
渋谷区重症心身障害児 ( 者 ) を守る会 会長　倉本 雅代子
徳島県自閉症協会 会長　島 優子
徳島県肢体不自由児者父母の会連合会 会長　圓井 美貴子


