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トピックス 

   

1. 第9回東南アジア障がい者スポーツ大会パラゲーム2017に参加して  

（クアラルンプール、９月１７～２３日） 

特定非営利活動法人 アジアの障害者活動を支援する会(ADDP) 

アジアの障害者活動を支援する会代表 前島富子 

 

東南アジアを中心とした、アセアン１０カ国の、パラスポーツ大会が９月１７日から一週間、マレーシアで開催

され、私たちがスポーツ育成事業をしているラオスから、初めて１００人からの大選手団を組んで参加しました。種

目は、ブラインドサッカー、ゴールボール、車椅子バス

ケット、水泳、重量挙げ、陸上と６種目の少ない種

目の派遣でしたが、ラオス国の歴史上最大級の選手

派遣となりました。 

スポーツ途上国と言われたラオスが、こうして大選

手団を送るようになったのは、政府の障害者に対する

理解度が増したこともありますが、長年に渡りこつこつ

とスポーツの楽しさや障がい者が社会参加するための

ワークショップ、就労セミナーを開催するなど、障害者

の可能性を随所でアピールしてきた、多くのNGOの

支援があってのことだと思います。 

途上国では、とかく障がい者は社会のお荷物的存在で、差別と偏見の中で、歴史を刻んできましたが、国連の障

害者権利条約や、以前の国際障害者年など、世界の一員になるためには、障害者問題はないがしろに出来ないと

言う情報が、国を動かし、こうした途上国にも届き、貧しいけれど、お金はないけど、取り組まざるを得ないと言う思い

から、障害者施策へ少しずつ関心を深めていったように思います。 

そこに、各国の NGO が、新しい感覚の風を送り込みましたので、障がい者の力を感じ、障がい者への関心も高まり、

ラオスのように、国の施策の中に障害者問題を掲げるように進展してゆき、障がい者が懸命に頑張る姿に、国民は

感動し、真剣な障がい者への関与が深くなっていったと思います。 

今までのラオス国では、障害者のスポーツ国際大会には、２～3人程度の付き合い派遣でしたが、今回のマレー

シアのように100人規模の選手派遣をするようになったプロセスは、ドラマチックでさえあります。いつか、ゆっくりとご報

告したいと思っています。 

そして、結果は、金銀銅メダル 8個を獲得したラオス代表団は、いまラオスの国民的ヒーローになって、話題がいっ

ぱい、ラオス国は大騒ぎです。 

私たちADDPは、19年のラオス支援プロジェクトをいろいろな形で実施してきましたが、支援する側の辛抱も大切

だと思いました。 

単年度的支援ではなく、予算は少なくとも、貧しさなりのNGOで、心の財源だけはたんまりと授けながらの効果、

成果だと、ちょっとばかり自慢したい心境になりました。 

 

 

 

https://www.kualalumpur2017.com.my/ 
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2. グローバルフェスタ２０１７に参加します。（期間：9月30日―10月1日）             

広報・啓発委員長 伊藤智典/ JANNET事務局 

 

今年も JANNETは、グローバルフェスタ2017に参加します。期間は、9月30日（土）から10月1日（日）

10:00-17:00にお台場センタープロムナードで開催されます。 

今年の開催テーマは、「Find your Piece!～見つけよう、わたし

たちにできること～」です。グローバルフェスタ 2017 の開催目的は、

「グローバルフェスタJAPAN」は、国際協力活動を行う政府機関や、

NGO、企業などが一同に会する国内最大級のイベントで、本年

の開催で27回目となります。出展者による展示・活動報告・各国

料理のフードコーナーを始め、多数のゲストが出演するステージや

体験イベント等、楽しくわかりやすいコンテンツを通じて、国際協力

の現状や必要性などについての理解と認識を深めてもらうことを目

的としています。そして本年は、開催テーマを『Find your Piece!

～見つけよう、わたしたちにできること～』とし、“世界を変えるため

の 17の目標”（SDGs）について様々なコンテンツでご紹介しま

す。今わたしたちができる国際協力を見つけ、一緒に歩み始めまし

ょう！ 

JANNETでは、開催テーマである「見つけよう、わたしたちにできること」を、分かりやすく紹介します。その一つに会

員団体の活動内容をパネルにしブースで展示します。だれでもできることがあると、パネルを見て考えていただける機会

になっていただければと思っています。また、JANNETで取り組んできた活動の紹介や冊子、本も展示します。新しく

できました、JANNETパンフレットも配布いたします。多くの方に障害分野での国際協力を紹介できるように、各種イ

ベントを用意して JANNETブースでお待ちしています。 

 

伊藤智則 JANNET広報・啓発委員長より 

ご友人やご家族とともにブースへお越しください！各団体から寄付していただいた物品類、様々な活

動紹介、リラクゼーションサービスなど、JANNET通も、JANNETが初めての方も楽しめる企画がい

っぱい。ぜひフラッとお

立ち寄りください！！ 
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************************************************************************************** 

インフォメーション   

1. 国連障害者の権利条約（UNCRPD）締約国情報  

    (関連サイト：http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/right.html) 

署名国・地域数160/ 締約国・地域数 17５ (2017年９月末現在) 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4 

&clang=_en 

 

2. グローバルフェスタ2017 JANNET参加 
   （http://gfjapan2017.jp/） 
    今年も JANNETは、グローバルフェスタ2017に参加いたします。 

    是非、多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

 開催日時：9月30日（土）―1日（日）10:00-17:00 

 開催場所：お台場センタープロムナード（ブース番号：w107） 

 入場：無料 

 開催テーマ：Find your Piece!～見つけよう、わたしたちにできること～ 

 開催目的：「グローバルフェスタ JAPAN」は、国際協力活動を行う政府機関や、NGO、

企業などが一同に会する国内最大級のイベントで、本年の開催で27回目となります。

出展者による展示・活動報告・各国料理のフードコーナーを始め、多数のゲストが

出演するステージや体験イベント等、楽しくわかりやすいコンテンツを通じて、国

際協力の現状や必要性などについての理解と認識を深めてもらうことを目的として

います。そして本年は、開催テーマを『Find your Piece!～見つけよう、わたしたち

にできること～』とし、“世界を変えるための17の目標”（SDGs）について様々な

コンテンツでご紹介します。今わたしたちができる国際協力を見つけ、一緒に歩み

始めましょう！ 

 

イベント情報  

 

1. 障害分野とSDGｓ勉強会「インクルーシブな社会の実現を目指して」 

～ 他分野団体や企業の方々と、ともに知り考える ～ 

 日時：10月31日（火）勉強会＝13時半～16時半 交流会＝17時～19時 

 場所：戸山サンライズ ２階 大研修室 （東京都新宿区戸山1-22-1） 

 会費：勉強会＝無料、交流会＝3,000円 

 主催：公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 

 共催：大阪府生活協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会 

 後援：（一社）SDGs市民社会ネットワーク、日本障害フォーラム 

 

2. 国連アジア太平洋経済社会委員会（ESCAP）ハイレベル政府間会合  

 日時：11月27日～12月１日 

 開催場所：中国（北京） 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/right.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4　&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4　&clang=_en
http://gfjapan2017.jp/
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 目的：アジア太平洋障害者の十年およびインチョン戦略の中間年評価 

   SDGsおよび権利条約との相乗効果により、域内の障害インクルーシブ社会を目

指す政策を議論 

   後半五年の戦略実施を加速するための成果文書の採択 

 参加登録方法：

http://www.unescap.org/events/high-level-intergovernmental-meeting-m

idpoint-review-asian-and-pacific-decade-persons 

 

3. 朝日地球会議2017「分断から共存へ 私たちが進む未来」（http://www.asahi.com/eco/awf/） 

 日時：10月1日～3日 

 開催場所：1日目：イイノホール 2、3日目：帝国ホテル東京 

 主催：朝日新聞社 

 共催：テレビ朝日 

 特別協賛：旭硝子財団、 イオン環境財団、 NTN、 NTTグループ、 サントリーホー

ルディングス、 住友金属鉱山、 住友商事、 凸版印刷、 トヨタ自動車、 パ

ナソニック、 三井造船 

 協賛：ロッテ 

 協力：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、国立極地研究所、CNET Japan、    

日本マーケティング協会、ハフポスト日本版 

 特別共催：国立科学博物館 

 後援：外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

4. 国際リハビリテーション研究会 第１回学術大会 ―国際リハビリテーション学を構想するー 

   「国際リハビリテーション学」執筆者が中心となり、国際リハビリテーション研究会を発足し

ました。目的は、国際リハビリテーションを１つの学問として確立し、もっと多くのリハビリテ

ーションスタッフが関われるようにすることです。今回、記念すべき第１回の学術大会を開催す

ることになりました。国際リハビリテーションに興味のある方にとって知りたい情報満載の本大

会。振るって演題登録、ご参加ください。 

 日時：2017年11月19日（日）１０：００－１６：３０ 

 会場：国際医療福祉大学成田キャンパス 

 演題登録期間：2017年8月25日-9月24日 

 申込方法：goo.gl/zUWRE9 

 申込締切：2017年10月19日 

 参加費：一般参加2,000円、学部生・専門学校生参加1,000円 

 問合せ先：第一回学術大会事務局 jsir.narita2017@gmail.com 

http://www.unescap.org/events/high-level-intergovernmental-meeting-midpoint-review-asian-and-pacific-decade-persons
http://www.unescap.org/events/high-level-intergovernmental-meeting-midpoint-review-asian-and-pacific-decade-persons
http://www.asahi.com/eco/awf/
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  編集後記  

9月27～29日、東京ビックサイトで開催された国際福祉機器展に参加しました。

アジアからの出展、来場者も増え、各国の障がい者が福祉機器にアクセスしやすい

状況が徐々に広がっているのではないかと感じました。 

リオの後、日本でも様々な方が障がい者スポーツに興味を持つようになり、東京

オリンピック・パラリンピックに向け、東京や千葉で様々な障がい者スポーツイベ

ントを目にするようになりました。このような機会をきっかけに、日頃障がい者の

生活に意識が向いていない方にも、変化が生まれています。 

JANNETはグローバルフェスタ2017に参加します。W107ブースで、世界の障

がい者の活動とその支援について伝え、変化を生むきっかけを作りたいと思いま

す。 

知脇 希（（公社）日本理学療法士協会/JANNET広報・啓発委員） 

 

JANNET事務局では、会員の皆様よりメールマガジンに掲載する国際活動に関する情報を募集 

しております。団体会員様のイベント情報などありましたら事務局までご連絡ください。 

JANNET 障害分野NGO連絡会 

〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会内 

【JANNET事務局直通】   TEL：03-5292-7628 FAX：03-5292-7630 

URL: http://www.normanet.ne.jp/~jannet/  

http://www.normanet.ne.jp/~jannet/

