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SSKA  頸頸損損 春特別号 

 

2018 年度 全国総会 

大阪大会のご案内 
～人生を回復するための頸損連の社会的な役割～ 

 
 
全国頸髄損傷者連絡会 会員各位 

大阪頸髄損傷者連絡会 

会長 赤尾広明 

謹 啓 
向春の候、皆様におかれましては日々ご活躍のこととお喜び申し上げます。 

 
さて、来る 5 月に大阪府大阪市において全国総会・大阪大会を開催いたします。前回は

2008 年におこない、10 年ぶりの開催となります。この 10 年で皆さんの生活は何か変わり

ましたでしょうか？世の中的にはこの 10年でいろんな出来事がありましたが、その一つに

リハビリ目的の入院日数が制限され、自分の生活ビジョンを描けないままに退院を迫られ

る頸髄損傷者が増えたことが挙げられます。私たち大阪頸損連では長年にわたって病院等

を訪問し、入院中の頸損者に声をかけて元気づけるセルフヘルプ活動を続けていますが、 

「この先どう生きていけばいいかわからない」という深刻な悩みや不安を抱えた頸損者は

確実に増加していると実感しています。 

そこで、今回の全国総会では「人生を回復するための頸損連の社会的な役割」をテーマ

として掲げ、頸損者がどのようなきっかけで自分の障害を受け入れ、どのようなサポート

があって人生をリカバリーし、また、その過程で頸損連はどのような関わりを持つことが

できたのか？あらためて考える機会とするべく、「頸損者が人生を回復してきた道のり」

の実例を交えた講演およびパネルディスカッションを企画しました。 

この機会に是非大阪でみんなと語り合いませんか？  

敬 白 

 

2018 年 5 月 5 日（土）／ 6 日（日） 

於 大阪府大阪市 
 

全国頸髄損傷者連絡会 
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2018 年 全国総会「大阪大会」開催のご案内 

～人生を回復するための頸損連の社会的な役割～ 

 

■ 日 程： ２０１８年５月５日（土）～ ６日（日） 

 

■ 会 場： 総 会 ・ 交 流 会  『 ホテルアウイーナ大阪 葛城 及び 金剛 』  

〒534-0031大阪市天王寺区石ヶ辻町１９－１２ Tel 06-6772-1441（代表） 

 

■ 宿  泊： 『 ホテルアウイーナ大阪 』 

〒534-0031大阪市天王寺区石ヶ辻町１９－１２ Tel 06-6772-1441（代表） 

http://www.awina-osaka.com/ 
 

■ 全国総会・大阪大会プログラム： 

 

●５月５日（土曜日） 

＜シンポジウム＞ 

13:30  シンポジウム＆受付 

14:00  開会挨拶 

14:05  基調講演 

15:45  パネルディスカッション 

16:45  閉会の挨拶 

16:55  事務連絡 

17:00  終了 

 

※シンポジウム開催中は会場内にて 

企業機器展示を同時開催 

 

 

＜交流レセプション＞ 

17:30  交流レセプション＆ 

宿泊＆総会参加受付 

18:00  交流会開始、挨拶 

10 年ぶりに復活か?! 

なにわの K-１ 「頸損 NO1」 

グランプリ!! 

20:00  閉会挨拶、事務連絡 

交流会終了 

 

●５月６日（日曜日） 

＜総 会＞ 

09:30  受付開始 

10:00  全国総会開始 

12:30   総会終了 

 

＜オプション企画＞ 

13:30  集合・出発 

17:00  終了 

～～～～～ 

＜詳細＞X・Y は当日 1組 400 円負担有 

X コース：真田幸村ゆかりの地巡り・10 組 

天王寺→慶沢園→河底池→茶臼山→一心寺→

逢坂→安居神社→天神坂→堀越神社→竹本義

太夫生誕地→天王寺（解散予定） 

Y コース：なんば文学碑・史跡巡り・10 組 

所々に建つ石碑から芝居町であった当時を感

じ、法善寺横丁では今でも寄席のざわめきが聞

こえてきそう。人形芝居常設小屋として唯一国

立の文楽劇場も必見です。（難波解散予定） 

Z コース：女性だけで楽しく話しましょう 

女性頸損者特有の話を「女子会」の雰囲気で交

流・情報交換してみませんか。（ホテル内会場） 

 

※ コースの指定をお願いします 
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■ 参加費： ●【Ａコース】 シンポジウム（5 日）のみ     

￥１，０００／付添（無料）※ ・・・ 当日徴収 

●【Ｂコース】 シンポジウム＋レセプション（5 日） 

＊資料代＋交流会費   ￥７，０００／付添￥６，０００※ 振込 

●【Ｃコース】 全国総会（6日）のみ 

￥１，０００／付添（無料）※ ・・・ 当日徴収 

●【Ｄコース】 シンポジウム＋全国総会（5 ・ 6日） 

￥２，０００／付添（無料）※ ・・・ 当日徴収 

●【E コース】 シンポジウム＋レセプション＋全国総会（5 ・ 6日） 

＊資料代＋交流会費   ￥８，０００／付添￥６，０００※ 振込 

●【F コース】 シンポジウム＋レセプション＋全国総会＋宿泊（５〜６日） 

＊資料費＋交流会費＋宿泊費 ￥１６，０００／付添￥１４，０００* 振込 

（※ 但し、付添でも資料希望者は資料代を徴収いたします） 

 

■ 会場までのアクセス： 

 【公共交通機関でお越しの方】 

  ○ 新幹線利用 

「新大阪駅」で下車、大阪市営地下鉄御堂筋線に乗り換え「なんば駅」で下車、 

大阪市営地下鉄千日前線に乗り換え「谷町九丁目駅」で下車（約３０分）、徒歩８分（※） 

  ○ ＪＲ利用 

・「ＪＲ大阪駅」で下車、大阪市営地下鉄谷町線「東梅田駅」で乗り換え「谷町九丁目駅」 

で下車（約３０分）、徒歩８分（※） 

・「ＪＲ天王寺駅」で下車、大阪市営地下鉄谷町線に乗り換え「谷町九丁目駅」で下車 

（約１０分）、徒歩８分（※） 

  ○ 近鉄奈良線・近鉄大阪線・名鉄名古屋線・阪神本線（近鉄奈良行）利用 

「上本町駅」で下車、徒歩３分（※） 

  ○ 飛行機利用 

・関西国際空港からＪＲ関西空港線「天王寺駅」で下車、大阪市営地下鉄谷町線に 

乗り換え「谷町九丁目駅」で下車（約７０分）、徒歩８分（※） 

・大阪空港（伊丹）から大阪モノレール「千里中央駅」で下車、北大阪急行線に乗り換え 

（直行）「なんば駅」で下車、大阪市営地下鉄千日前線に乗り換え「谷町九丁目駅」 

で下車（約７０分）、徒歩８分（※） 

※ ５月５日は各所にボランティア・スタッフを配置しております。気軽にお声かけください。 

  

 【車でお越しの方】 

  ○ ホテル駐車場（１泊１，０００円）は１４０台先着順です。その他有料駐車場しかありません。 

事務局にお問い合わせください。（車いす用は２台）（高さ２．１m、幅２．５m、長さ５m 以内） 

・阪神高速 1号環状線→道頓堀出口→千日前通を東へ→上本町 6丁目交差点右折→ 

上本町 7丁目交差点左折 

・阪神高速 13号東大阪線→法円坂出口→法円坂交差点を南へ約 2Km 直進→ 

上本町 7丁目交差点左折後直進 
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【お申し込み】 

 ・同封の申し込みハガキの項目全てにご記入の上、４月３日（火）必着にてお申し込み下さい。 

 ・欠席の方は同ハガキの「委任状」にご記入の上、同期日までに投函して下さい。 

 ・参加費のお支払も、４月３日（火）までに振り込んでいただき、参加申込みとなります。 

 

 

 

 

【その他】 

 ・介助等に関する特別な希望や、前泊・後泊の希望は必ず申し込みハガキの通信欄にご記入 

の上ご連絡をお願いします。 （前泊・後泊の希望には添えない場合があります。） 

 ・当日の会場内での移動等の介助は、当会のボランティア・スタッフでも対応いたします。 

 ・ベッド、車椅子への移乗もボランティア・スタッフがお手伝いします。（要・通信欄に記入） 

 ・宿泊を含むコースに朝食は含まれていません。朝食は各自でお取り下さい。 

 ・前泊・後泊にはボランティア・スタッフが居ませんので各自で対応をお願いします。 

 ・宿泊は基本的にツインで、２名１室での利用になります。諸事情によりそれ以外をご希望の 

方は、事務局まで直接お問い合わせ下さい。 

 ・４月２０日以降のキャンセルにつきましては、いかなる理由があっても、宿泊料、交流会費は 

返金できなくなります。ご了承ください。 

【当日の連絡先】 

 ◎当日の連絡先     島本義信 ： ０９０－３０３１－８２６８ 

 ◎当日のアクセス担当   杉本真一 ： ０９０－６３２８－８３０６ 

【お問い合わせ先】 

 ・大阪頸髄損傷者連絡会 全国総会大阪大会実行委員会 運営事務局 

〒５７３－００６５ 大阪府枚方市出口４－１２－１７ 島本方 

担当：島本義信 TEL ： ０９０－３０３１－８２６８ FAX ： ０７２－８３４－７８８５ 

E-mail ： info-osakataikai@okeison.com 
頒価 250円 
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