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－２０１６年度 活動報告－ 

支部活動 2016(平成 28年) 

.4.3 第 27 回人工呼吸器使用者交流会(大阪市) 

.4.7 兵庫頸損連絡会・会計監査(坂上・宮野) 

.4.10 大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(坂上・土田) 

.4.16 兵庫頸損連絡会・支部総会(西宮市若竹生活文化会館) 

.4.17 神戸大学医学部保健学科「リハビリテーション工学福祉用具学」講義(宮野) 

.4.19 兵庫医療大学 講師(島本卓) 

.4.21~23 バリアフリー2016・福祉機器展(インテックス大阪) 

.4.28 関西学院大学・人権教育科目 006「障害と人権」頸髄損傷者と自立生活 講師(宮野) 

.5.8 大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田) 

.5.10 第 17 回神戸リカバリー研究会(神戸市) 

.5.12 関西学院大学・人権教育科目 006「障害と人権」講師(宮野・島本卓) 

.5.15 バリアフリー調査(神戸市長田区) 

.5.21~22 日本リハビリテーション工学協会・全国頸髄損傷者連絡会第 5 回合同シンポジウム(東京) 

.5.28 全国頸損連絡会総会・愛知大会(名古屋市) 

.6.10 兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター開設 10 周年記念式典(たつの市) 

.6.12 大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田) 

.6.17 神戸市立楠高等学校・記念講演講師(宮野) 

.6.18~19 兵庫頸損連絡会・しあわせの村宿泊体験合宿(神戸市) 

.6.26 大阪頸損連絡会・学習会「差別解消法を学ぼう」(大阪市) 

.7.10 大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田) 

.7.23 桜井龍一郎さんを偲ぶ会(西宮市) 

.7.25 兵庫県リハビリテーション協議会理事会(神戸市) 

.7.31 大阪頸損連絡会・ビアガーデン交流会(大阪市) 

.8.1 第 1回リハ工学カンファレンス in神戸実行委員会(土田・島本卓)(神戸市) 

.8.15 第 18 回神戸リカバリー研究会(神戸市) 

.8.26~28 第 31 回リハ工学カンファレンス inこうち(高知市) 

.8.27 ハーバーランドバリアフリー調査(神戸市) 

.8.28 大阪頸損連絡会・ピアサロン(大阪市) 

.9.2~3 第 18 回日本褥瘡学会学術集会・在宅医療委員会企画シンポジウム(宮野)(横浜市) 

.9.4 全国頸損連絡会・代表者会議(岡山市) 

.9.11 大阪頸損連絡会・役員会(CIL あるる)(土田) 

.9.18 兵庫頸損連絡会・秋の大バーベキュ～大会(明石市大蔵海岸) 

.9.22 ふれあいリハフェスタ in西播磨総合リハビリテーションセンター・ブース出展(たつの市) 

.9.27 兵庫県更生相談所職員研修会講師(三戸呂)(神戸市) 

.9.30~10.2 はがき通信懇親会 in姫路 

.10.1 排泄シンポジウム「四肢麻痺者の排泄」(姫路市) 

.10.9 セルフヘルプ・人工呼吸器当事者面会(神戸市北区) 

.10.12~14 第 43 回国際福祉機器展 H.C.R.(東京ビッグサイト) 

.10.15 地域イベント・頸損者の生活について 講師(米田)(神戸市西区) 

.10.29 グルメ調査(神戸市ハーバーランド) 

.11.4 甲子園短期大学講演(宮野)(西宮市) 

.11.5 四国頸損の集い 2016(四国中央市) 

.11.11 神戸学院大学・講師(島本卓)(神戸市ポーアイキャンパス) 

.11.13 兵庫頸損連絡会・定例会(神戸市勤労会館) 

.11.18 神戸学院大学・講師(島本卓)(神戸市有瀬キャンパス) 

.11.22 第 19 回神戸リカバリー研究会(神戸市) 

.11.27 グルメ調査兼忘年会打ち合わせ(神戸市) 

.12.1 第 2回リハ工学カンファレンス in神戸実行委員会(土田・島本卓)(神戸市) 

.12.10 グルメ調査(神戸市ハーバーランド) 

.12.11 兵庫頸損連絡会・忘年会(神戸市三宮・東天紅) 

.12.17 おもてなしバリアフリー調査(神戸市ハーバーランド) 
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2017(平成 29 年) 

.1.7 おもてなしバリアフリー調査(神戸元町) 

.1.8 おもてなしバリアフリー調査(神戸ハーバーランド) 

.1.13 福祉のまちづくりアドバイザー養成研修(姫路市・県立歴史博物館) 

.1.14 大阪頸損連絡会・ピアサポート(大阪市) 

.1.21 第 18 回兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会(神戸市勤労会館) 

.1.28 おもてなしバリアフリー調査(神戸元町) 

.2.4 おもてなしバリアフリー調査(神戸元町) 

.2.5 風よ吹け！未来はここに！！ドキュメンタリーDVD上映会＆講演会(大阪市・ドーンセンター) 

.2.18 電動車椅子での航空機利用を考えるセミナー(伊丹空港) 

.3.5 全国頸損連絡会・代表者会議(岡山市) 

.3.9 第 20 回神戸リカバリー研究会(神戸市) 

.3.12 セルフヘルプ・朝来市在住頸損者面談(山本・島本卓)(神戸市) 

.3.12 地域向け啓発フォーラム「熊本地震から考えるお互いさまのまちづくり」(宝塚市) 

.3.25 日本リハビリテーション工学協会・全国頸髄損傷者連絡会第 6 回合同シンポジウム(福岡) 

.3.26 大阪頸損連絡会・春レク『昼食交流会+「枚方宿場町・京街道」の散策』(枚方市) 

役員会 

2016.5.14 兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO法人ぽしぶる) 

2016.6.11 兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館) 

2016.7.9 兵庫頸損連絡会・役員会(明石市男女共同参画センター) 
2016.8.13 兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO法人ぽしぶる) 

2016.9.10 兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館) 

2016.10.8 兵庫頸損連絡会・役員会(明石市男女共同参画センター) 

2016.11.12 兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO法人ぽしぶる) 

2016.12.3 兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館) 

2017.1.14 兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市若竹生活文化会館) 

2017.2.11 兵庫頸損連絡会・役員会＆機関誌「縦横夢人」発送作業(NPO法人ぽしぶる) 

2017.3.11 兵庫頸損連絡会・役員会(西宮市中央公民館) 

はがき通信懇親会 in 姫路 実行委員会 

2016.5.22 はがき通信懇親会 in姫路 実行委員会（ぽしぶる事務所） 

2016.6.4 はがき通信懇親会 in姫路 実行委員会（ぽしぶる事務所） 

2016.6.5 はがき通信懇親会 in姫路 ホテル調査（姫路市） 
2016.6.11 はがき通信懇親会 in姫路 実行委員会（西宮市若竹生活文化会館） 

2016.6.12 はがき通信懇親会 in姫路 実行委員会（ぽしぶる事務所） 

2016.6.21 はがき通信排泄シンポジウム講師打ち合わせ(兵庫リハ) 

2016.6.25 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.3 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.5 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.9 はがき通信懇親会 in姫路 実行委員会（明石市男女共同参画センター） 

2016.7.10 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.16 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.17 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.7.24 はがき通信懇親会 in姫路 ガイドマップ調査（姫路市） 

2016.8.22 はがき通信排泄シンポジウム講師打ち合わせ(兵庫リハ) 

2016.9.1 はがき通信排泄シンポジウム講師打ち合わせ(兵庫リハ) 

2016.9.30~10.2 はがき通信懇親会 in姫路（姫路市） 

2016.10.1 はがき通信懇親会 in姫路 排泄シンポジウム（姫路市） 

機関誌発行 

兵庫支部機関誌 ・縦横夢人 春 12号 特集『頸損者の趣味！エンジョイ！～こんな楽しみがあるよ～』 
・縦横夢人 夏 13号 特集『官兵衛も！武蔵も！弁慶も！伝説が息づく姫路・電動車

椅子で楽しむためのバリアフリーガイドマップ』 
・縦横夢人 秋 14 号 特集『車椅子に求めるもの』 
・縦横夢人 冬 15 号 特集『神戸おもてなしバリアフリーマップ』 

 


