
滋賀県立障害者福祉センターのご案内
ご利用時間　午前9時30分～正午・午後1時～ 4時30分・午後5時30分～ 8時30分
休　所　日　月曜日（休日を除く）・「休日」の翌日（土曜日・日曜日または「休日」
　　　　　　である場合を除く）・12月29日～翌年1月3日・管理者の指定日時
電話　077-564-7327　　ＦＡＸ　077-564-7641
E-mail:webmaster@shiga-fukushi-center.com
http://www.shiga-fukushi-center.com/
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滋賀県身協　No.104　2014 年 3月 10 日

平成25年度　滋賀県「障害者週間」啓発・推進事業

滋賀県障害者社会参加推進協議会「障害者週間」啓発場所等一覧

　滋賀県障害者社会参加推進協議会（構成20団体）が中心となり、「障害者週間」啓発推進事業として、啓発チ
ラシとティッシュ配布を行いました。ティッシュ配布での啓発活動も今年で３年目を迎え、県内30か所の駅
や大型商業施設で行われた街頭啓発キャンペーンには、延べ519人の多くの障害者団体関係者や当協会地域
会員の方々にご協力いただきました。回数を重ねるごとにティッシュの配布枚数も増えており、受け取って
もらった方からは、「ありがとう。がんばってください」、「ごくろうさま」
と声援をいただいております。厳しい寒さの中でのご協力を本当にあり
がとうございました。
　啓発活動を終えていただいたご意見等を踏まえながら、今後も工夫・改
善を重ね、県をはじめ、各市町の福祉課・社会福祉協議会などの多くの関
係機関とも協力をして、よりよい「障害者週間」の啓発ができますよう、取
り組んでまいります。

地　域 実　施　場　所 実　施　期　日 実　施　時　間 参加人数 ティッシュ
配布数

長浜市
イオン長浜店 11月 9日 （土）  10：00 ～ 12：00 17 500
アル・プラザ長浜 11月 9日 （土）  13：00 ～ 15：00 17 500

東近江市 能登川駅（西口・東口） 11月 29日 （金）  7：00 ～  8：00 14 500
甲賀市 信楽高原鐵道信楽駅 11月 29日 （金）  7：00 ～  8：00 8 250

大津市
JR大津駅前 11月 29日 （金）  8：00 ～  9：30 18 1,500
JR石山駅前 11月 29日 （金）  8：00 ～  9：30 28 1,500

草津市
草津駅 11月 29日 （金）  8：30 ～  9：30 51 1,000
南草津駅 11月 29日 （金）  8：30 ～  9：30 27 1,000

高島市
平和堂今津店 11月 29日 （金）  11：00 ～ 12：00 23 750
平和堂あどがわ店 11月 29日 （金）  11：00 ～ 12：00 20 750

近江八幡市

近江八幡駅前（北口） 11月 29日 （金）  13：00 ～ 14：00
27 1,000近江八幡駅前（南口） 11月 29日 （金）  13：00 ～ 14：00

イオン近江八幡店前 11月 29日 （金）  13：00 ～ 14：00
近江八幡市役所（玄関） 11月 29日 （金）  13：00 ～ 14：00 6 500

湖　東 平和堂日野店 11月 29日 （金）  15：00 ～ 17：00 10 350
東近江市 西友八日市店 11月 29日 （金）  16：30 ～ 17：30 16 500
甲賀市 貴生川駅（北口・南口） 11月 30日 （土）  7：00 ～  8：00 11 500
米原市 米原駅（西口・東口） 11月 30日 （土）  8：30 ～ 10：30 16 500

大津市
イズミヤ堅田店 11月 30日 （土）  13：30 ～ 15：00 19 1,500
イオン西大津店 11月 30日 （土）  13：30 ～ 15：00 26 1,500

守山市 ららぽーと守山 11月 30日 （土）  12：00 ～ 13：00 14 600
栗東市 アル・プラザ栗東 11月 30日 （土）  15：00 ～ 17：00 25 800
甲賀市 西友水口店 11月 30日 （土）  16：30 ～ 17：30 14 500

彦根市
愛知郡
犬上郡

フレンドマート稲枝店 12月 1日 （日）  11：00 ～ 12：00 12 700
平和堂日夏店 12月 1日 （日）  11：00 ～ 12：00 12 700
パリヤサンペディック前 12月 1日 （日）  11：00 ～ 12：00 16 700
ビバシティ彦根 12月 1日 （日）  11：30 ～ 12：30 35 1,200

湖南市
平和堂石部店 12月 1日 （日）  13：00 ～ 15：00 15 300
平和堂甲西中央店 12月 1日 （日）  13：00 ～ 15：00 9 300
平和堂甲西店 12月 1日 （日）  13：00 ～ 15：00 13 300

合　　　　　　　計 519 20,700
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「障害者週間関」連事業の実施状況
団　体　名 開  催  場  所 開 催 日 事　業　内　容　

近　江　八　幡　市 近江八幡市 市民共生センター
はつらつ館 12月８日（日） はつらつのつどい

高　　　島　　　市 安曇川公民館 12月７日（土）
～15日（日） KOSEI輝く芸術祭

彦　　　根　　　市 広報誌での特集記事の掲載 広報ひこね　
11月１号 「理解しよう　障害について」と題した特集記事の掲載

（公社）日本オストミー協会 
滋賀県支部 近江八幡市勤労者福祉センター 12月７日（土） 地域相談会（近江八幡市）

（公社） 滋賀県
手をつなぐ育成会 イオンモール草津 11月30日（土）

～12月15日（日）
障害者アート公募展開催事業
第3回　ぴかっtoアート展 ～それぞれのカタチ～

大津市
社会福祉協議会

大津市立障害者福祉センター
におの浜ふれあいスポーツセンター 12月８日（日） おおつ障害者週間

「第8回ほかほかまつり」

（公財）滋賀県身体障害者
福祉協会
滋賀県立障害者福祉センター

滋賀県立障害者福祉センター 11月27日（水）
～12月１日（日）

障害者週間
「感謝のつどい」

※事務局照会で回答があったもののみ掲載しています（1月末日現在）

第 28回 障害者による　書道・写真全国コンテスト
　県身協第101号で作品を募集していました第27回障害者
による書道・写真全国コンテスト（全国身体障害者総合福祉セ
ンター（戸山サンライズ）主催）の審査結果が発表されました。
　全国から980点（書道部門798点、写真部門182点【うち携
帯フォトの部10点】）の応募があり、うち滋賀県からは書道部
門に34点、写真部門に９点の応募をいただきました。
　今回は、書道部門・銀賞に１点、銅賞に１点、写真部門・銀賞に
１点、銅賞に１点が入賞され、入賞者にはコンテスト事務局より
表彰状と記念品が贈られました。また、入賞作品は、３月31日ま
で全国身体障害者総合福祉センターで展示されています。

　当協会の青壮年部では、県内の若手障害者の社会参加
の促進とリーダーの育成にむけて、他府県や県内の障害
者との交流会等を開催しており、事業実施のためのサポ
ーターを募集しています。
　例えば、障害者の活動について一緒に学んだり、ワー
クショップなどにも参加しながら、青壮年部事業のアピ
ール（チラシやパンフレット作成）や移動の際のサポー
トをお願いしたいと考えています。

● 書道部門 【銀賞】鳥尾屋　和起
　題名：「川」
【銅賞】連山　昴太
　題名：「生…生きる」

【銀賞】久保田　一枝
　題名：「青森県　北の旅路」
【銅賞】岡田　喜久雄
　題名：「紅葉」

● 写真部門

　梨狩り体験やバーベキュー、ふうせんバレーボール大
会などの交流事業に一緒に参加し、楽しい時間を過ごし
ながら、活動のお手伝いをしていただける方お待ちして
います。

興味のある方は、福祉協会事務局までご連絡をいただ
くか、ホームページ（http://www.kenshinkyo-shiga.
com）をご覧ください。

梨狩り体験 バーベキュー 風船バレーボール大会

青壮年部事業のサポーターを募集します！！
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第59回 日本身体障害者福祉大会　しまね大会

糸賀一雄 生誕100年記念式典

今年は“島根”で開催されます
　「日本身体障害者福祉大会」は、【全国の障害者団体の組
織活動の推進、障害者の保健・福祉の増進、社会活動への
完全参加と平等の実現】を目的として、毎年開催されてい
るもので、平成26年度は、島根県松江市「島根県立産業交
流会館（愛称：くにびきメッセ）」での開催となります。
　会場は、JR松江駅徒歩7分、宍道湖に流れる剣先川の
川沿いにあり、「ひと・もの・情報の交流拠点」として、展
示場・会議室の両方を備えた山陰最大規模を誇るコンベ
ンション施設として、島根県における中核的拠点として

　糸賀一雄氏は、戦後、湖国滋賀県から戦災孤児と障害
のある子どもたちの共同生活の中に“共生社会”と“人が
ありのままに存在することの価値”を見出し、「この子ら
を世の光に」という言葉を残されました。
　生誕100年を迎える平成26年、滋賀県では糸賀一雄
氏の実践と思想を、現代に幅広く伝えるための記念プロ
グラム（記念講演や資料展など）を開催しています。コン
セプトは「生きることが光になる」。
　この事業のフィナーレであり新たな時代へのスター
トとなる記念式典。“福祉”という言葉に馴染みのない
方々も含めて、この現代社会のありのままに生きるため
の知恵と希望を、ぜひ学んでください。

申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、FAX、メール、
郵便にて下記までお申込みください。
（先着順。定員に達しましたら受付終了いたします）

申込・問い合わせ
糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会事務局　記念式典係
〒520-8577 大津市京町四丁目１－１ 滋賀県庁障害福祉課内
T E L：077-528-3542　　FAX：077-528-4853
e‐mail：ec0003@pref.shiga.la.jp

日　　時： ３月30日（日）10：00～ 15：55
場　　所： 栗東芸術文化会館さきら大ホール
 （栗東市綣２丁目１－28）
内　　容：【午前の部】 第17回糸賀一雄記念賞・

糸賀一雄記念しが未来賞授与式
【午後の部】 記念式典　大江健三郎氏による

記念講演 等

日　　時： 平成26年５月23日（金）
会　　場： 島根県立産業交流会館
 「愛称：くにびきメッセ」
 （松江市学園南１－２－１）
内　　容： 福祉大会式典・議事等

　滋賀県障害者社会参加推進センターでは、障害の有無
にかかわらずだれもが家庭や地域で明るく暮らせる社
会づくりのために、障害者自らが、様々な取り組みを進
めています。
　去る２月22日（土）には、県立障害者福祉センターに
おいて、平成25年度「障害者週間」啓発活動などのまと
めと平成26年度の活動方針を協議するため、障害者社
会参加推進協議会を開催しました。
　また、協議会終了後には、「障害者虐待防止」をテーマ
として学習会が行われました。障害者の自立と社会参加
にとって障壁となる障害者への虐待防止が極めて重要
であること等に鑑み、平成24年10月に施行された「障
害者虐待防止法」について、１年余の市町の取り組みと、
そこから見えてきた虐待の内容や障害者の権利・利益の
擁護の具体的な事項について、（社福）滋賀県社会福祉協

議会「滋賀県障害者権利擁護センター」の猪飼立子氏を
講師に招いてお話を伺うことができました。参加者は講
師のお話しに、改めて、虐待防止に対する取り組みの重
要性を改めて認識しました。

平成25年度 第３回 障害者社会参加推進協議会平成25年度 第３回 障害者社会参加推進協議会
および 障害者社会参加推進学習会障害者社会参加推進学習会を開催しました

親しまれています。
　大会への参加ご希望の方は、各地域の代表者を通じて
お申込みください。
　皆様のご参加をお待ちしています！

案 内

案 内
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わが地域の「がんばり日記」
草津市身体障害者更生会“草津市総合防災訓練　市更生会も参加”

「長島なばなの里」の研修会

！！甲賀地域に大きな夢と希望ありがとう！！

大津市身体障害者更生会

甲賀市身体障害者更生会

　11月24日（日）毎年恒例行事である研修旅行（レクリエーション）は、朝から青空の好天気に恵まれて、大津の４カ
所からバス４台に127人が分乗し、一路名神高速道路の甲南サービスエリアに集結しました。
　行き先の決定に際しては、６月の市更生会福祉大会で研修会についてのアンケートを実施して、一番希望が多かっ
た「なばなの里」に内定し、８月に下見を行い問題無しとの結果を受けて10月第３回理事会で決定したものです。
ただ、実施日については、当初の計画では11月17日（日）としていましたが、彦根観光バスのリフト式バス２台に先約
があったため断念し、幸運にもバスが空いていた24日に変更しました。
　「なばなの里」では、各々グループに分かれ、館内を順次散策しました。特にベゴニアガーデンでは、色々な色彩の花
が咲きほこり我々の目を楽しませてくれました。また、バラ園
や季節に合わせて企画される特別庭園「花の広場」では、多くの
品種のダリア・コスモスが咲きほこっていて、その他にも足湯、
45ｍの高さの回転式展望台、村の市、花市場等多くの見所を楽し
く体験出来することができました。昼食は、長島ビール園で、全員
が揃ってハマグリ弁当をいただき、満腹感を味わいました。
　日帰りでのスケジュールでは、夜のライトアップを見ることが
できませんでしたが、またの機会にと大津の夜景の中へ帰途につ
き、バス内は、自慢のカラオケで楽しい一日を締めくくりました。

　昨年10月にマレーシア・クアラルンプールで開催された「第３回アジアユースパラ競技大会マレーシア2013」に
おいて「車椅子バスケット男子３on３」に日本代表として出場され、見事銅メダルを獲得されました橋口勇喜選手を
紹介いたします。
　彼は、現在甲賀市在住で、大阪まで電車通学されている大学４回生です。事故に合い、「何か自分にできるスポーツを
やりたい」と周囲に相談をされ、車椅子バスケットボールチーム「LAKE SHIGA バスケットボールクラブ」に入られ
たそうです。元々、小学校から高校までサッカーをされており、インターハイにも出場されたことがあると聞いていま
す。昨年から本格的に車椅子バスケットを始め、7月に開催された全国
ジュニア選抜車椅子バスケットボール大会での活躍が認められ、ユース
パラへの出場へと繋がりました。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックには、是非とも「車椅子バ
スケット男子５on５」で大活躍されるよう、我々仲間一丸となってエー
ルを送っています。
　身体を大切に、お互い明日も希望と勇気で2020年を目指して頑張りま
しょう。
　ありがとう！

　11月24日（日）午前８時から市内の玉川小学校校庭にて平成25年度
草津市総合防災訓練が行われ、草津市身体障害者更生会も参加しました。
この防災訓練は、市民、町内会、市の各々の役割を確認するため、災害時要
援護者の避難支援を含めた住民避難訓練、住民体験訓練等の住民参加の
体験型防災訓練を主としたものです。
　要援護者登録制度が、いまひとつ低調であると聞いており、自らPRす
べく、市内の役員及び玉川分会の会員協力のもと、グループごとの避難訓
練参加者また当日参加者に「ぜひ登録してください！」と呼びかけ、チラ
シを配布して、地域に新たな絆を構築いたしました。
　当日ご協力いただきました会員の皆様、ありがとうござ いました。
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滋賀県身協　No.104　2014 年 3月 10 日

平成26年１月～３月事務局日誌

各地域・団体の活動報告

月　　日 会議・行事内容
１月16日（木）第４回組織活性化部会

第５回三役会

１月17日（金）公益法人立入検査

１月29日（水）第24回夏まつり第２回企画検討部会

１月31日（金）第64回滋賀県身体障害者福祉大会事前説明会

２月  １日（土）第１回青壮年部幹部会

２月  ６日（木）第63回滋賀県身体障害者福祉大会第４回実行委員会

２月11日（火・祝） 第６回青壮年部役員会

２月22日（土）第３回障害者社会参加推進協議会

平成25年度障害者社会参加推進学習会

２月26日（水）第24回夏まつり第３回企画検討部会

２月28日（金）第三者委員会

３月  ９日（日）第３回組織活性化事業審査会

第６回三役会

３月18日（火） (社福）日本身体障害者団体連合会平成25年度第2回定例評議員会

３月21日（金・祝） 第24回夏まつり第２回実行委員会

３月22日（土）第４回理事会

第２回評議員会

月　　日 主　　催 行　事　内　容
１月18日（土）大津市身体障害者更生会 新年あいさつ会

２月  ７日（金）草津市身体障害者更生会 第３回草津市身体障害者更生会
組織検討委員会

２月16日（日）滋賀県視覚障害者福祉協会 ゴールボールとブラインドテ
ニス体験会

３月  ２日（日）第29回滋賀県聴覚障害
者福祉大会実行委員会
主管：（一社）滋賀県ろうあ協会

第29回滋賀県聴覚障害者
福祉大会

甲賀市身体障害者更生会 2014 ふれ愛甲賀ふうせん
バレーボール大会

JRジパング倶楽部入会 および 年会費の改定について

1 会員の特典
◆JRの鉄道・航路を片道、往復または連続で201㎞以上利用
する場合に使えます。身体障害者手帳により購入できる普
通乗車券以外の一定の特急券・急行券・グリーン券・座席指
定券が割引購入できます。

2 入会資格
◆身体障害者手帳の交付を受けている方で、男性は満60歳
以上、女性満55歳以上の方が対象となります。（介護者の
割引については、第一種身体障害者の介護者のみ同様の
割引が受けられます。）　

3 年会費
◆お一人様1,350円です。（入会金はいりません。）

4 入会手続き
◆詳細およびお申し込みにつきましては、当協会までご連
絡ください。

（公財）滋賀県身体障害者福祉協会　
　　TEL : 077ー 565ー 4832
　　FAX : 077ー 564ー 7641

年会費の改定について
　平成26年４月１日より、消費税増率に伴い、JRジパング倶
楽部の年会費が1,350円になります。ただし、平成26年3月末
日までに更新手続き（ただし、平成26年４月末までの有効期限
の方に限ります。）および新規加入手続きを済まされた方につ
いては従来の1,300円となりますので手続きされる方は期日
までにお願いします。
　再発行手続きについても改定され、620円となります。平
成26年３月末までに手続きを済まされた方は600円となり
ますので、手続きされる方はお早めにお願いします。
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「滋賀県立障害者福祉センター」の経営方針を制定しました

　当センターの管理運営の基本となる「運営方針」は、設立当初に制定され、これまで運営規範とされ
てきましたが、センターの運営も指定管理制度導入といった時代の動きに対応し発展できるよう経
営の観点から捉え直す必要があり、新たに「経営方針」を制定したものです。この経営方針のもと、利
用者の皆様へのサービスの質の向上に向けて、着実に取り組んでまいります。

センターの経営方針

センターの経営目標

　安全安心を基本に、障害の特性や個々の状況を踏まえ、利用者のニーズに応える

ことのできる質の高いサービスの提供を行う。

　専門的な能力やノウハウを高め、資源を最大限活用するとともに、経費の効率的

執行により、効率的で効果的な経営を行う。

　経営方針と併せて、この経営方針の下に、時宣に応じた目標を設定した経営目標

を置くこととする。

１．安全・安心の確立

　リスクマネジメント等の取り組みを進め、安全・安心で快適な環境を提供する。

２．ニーズに対応した質の高いプログラムの提供

　利用者のニーズを的確に捉え、障害特性や個々の状況を踏まえ、先進的で質

の高い魅力的なプログラムを提供する。

３．地域団体等との連携

　県立施設として、県内へのサービスの公平性の観点から、施設内に留まらず、

地域の関係機関、団体等との協働により事業を展開していく。

４．効率的・効果的な施設運営

　費用対効果を念頭に置き、絶えず業務の見直しを行うとともに管理経費の節

減等に努めて、運営の効率化を図る。

５．人材の育成

　職員の研修を充実し、高い専門性とモチべーションを有し自律的で人間性豊

かな人材を育成する。併せて、ボランティアの研修を充実し養成を図っていく。

平 成 25年 10月 29日
（公財）滋賀県身体障害者福祉協会

障害者福祉センターコーナー
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平成26年度　スポーツ・文化教室受講生募集

日　　時： 5月11日（日）
【アーチェリー】10：00～ 12：00
【フライングディスク】13：30～ 15：30

場　　所： 当福祉センター　アリーナ

対 象 者： 県内に在住し、身体障害者手帳を有する12歳以上
の人、もしくは療育手帳を有するか、その取得に準ずる障害のある12歳以上（いずれも平成26年４月１日現在）の人。

 上記のうち、「滋賀県障害者スポーツ大会競技種目および障害区分表」の障害区分に該当する人。
 ※アーチェリーについては、身体障害者手帳を有する方のみ（視覚障害者を除く）となります。 

定　　員： 【アーチェリー】15人（先着順）　【フライングディスク】30人（先着順）

申込期間： ４月19日（土）～５月11日（日）

申込方法： 所定の受講申込書に必要事項を記入の上、受付期間中に来所、FAX または郵送してください。なお、受講申込書はホー
ムページにも掲載しています。

今年度もいろいろな教室を開催します！みなさんぜひご参加ください！！● スポーツ教室
教　室　名 対　象　者 教室開始日 開 催 時 間 開 催 曜 日 定員 回数

親子水泳（知的） 知的障害のある小学生とその親 5月17日～ 16：30～ 17：30 毎週土 15組 8

● 文化教室
教　室　名 対　象　者 教室開始日 開 催 時 間 開 催 曜 日 定員 回数

フラワーアレンジメント 障害のある人 5月17日～ 10：00～ 11：30 第3土 15 8
生　け　花 障害のある人 5月25日～ 14：30～ 15：30 第4日 10 6
茶　　　道 障害のある人（中学生以上） 5月10日～ 13：30～ 15：30 第2土 10 8
書　　　道 障害のある人（中学生以上） 5月21日～ 10：00～ 12：00 第2水 10 6

申  込  期  間： ４月２日（水）～４月20日（日）までの開所日・開所時間です。
 ※スポーツ教室の受講料は無料です。ただし、スポーツ安全保険料が必要です。
  　文化教室の受講料は無料です。ただし、教材費が必要です。
申し込み方法： 所定の受講申込書と健康調査表に必要事項を記入の上、受付期間中に来所、FAXまたは郵送にてお申し込みください。
 （1教室ごとに提出してください。）なお、健康調査表についてはスポーツ教室のみ提出。
 なお、受講申込書・健康調査表はホームページにも掲載しています。
教室募集の詳細は、直接当福祉センターまでお問い合わせください。

◆ ガーデニング教室 デジタルカメラ教室

日時・内容：
① 6月 ７日 (土)13：30～ 15：30、撮影技術の指導等
② 6月 28日 (土)10：00～ 12：00、撮影会
③ 8月 30日 (土)13：30～ 15：30、発表・鑑賞会

場　　所： ①･②当福祉センター会議室　②センター外
対 象 者： 障害のある人とその介助者
定　　員： 15人（先着順）
費　　用： 受講料は無料
 ただし、写真現像等に係る経費は個人負担
申込期間： ５月１日（木）～５月25日（日）

日　　時： ６月８日（日）
 13：30～ 16：00

場　　所： 当福祉センター 
 会議室

対 象 者： 障害のある人と
 その介助者

定　　員： 20人（先着順）

費　　用： 受講料は無料
 ただし、教材費2,500円が必要です。

申込期間： ５月10日（土）～５月25日（日）

◆ 県障害者スポーツ大会に向けた練習会（アーチェリー・フライングディスク）

～ 観葉植物を使って、涼しげな寄せ植えをつくりましょう！～ ～デジタルカメラの写真撮影の基礎を学び、作品を通して自分を
表現してみませんか？～

平成26年度 申込みの必要な教室を紹介します。

NewNew



9

卓球初級教室

水中運動教室（知的）

水中らくらくアドバイス教室

卓球ラリータイム

水中運動教室（身体）

日　　時： 毎月第３火曜日（９月を除く）
 10：00～ 11：30
場　　所： 当福祉センター　アリーナ（上靴持参）
対 象 者： ①障害のある人　②障害のない人
定　　員： なし
費　　用： 受講料は無料　※②の人は別途施設使用料が必要

　初めて卓球をされる方や、初心者の方が卓球の基本動作を習得し、
ラリーができる様になるまでの練習をします。

　「水中で楽しみながら無理なく体を動かしてみたい！」そんなあな
たに教室を準備しました。
　水中歩行、バランス、リラクゼーション、板キック等基本的な動き
をおりまぜた、どなたでもできる内容です。

　「静かなプールでゆったりと水を楽しみましょう」
　身体（肢体）に重度の障害がある人が、水中でリラックスして体を
動かそうという教室です。また個人に合った水中での介助方法も提
案させていただきます。

　初心者から上級者までが卓球を楽しみながら、技量を高めるた
め、ラリーを行い交流を深めていただきます。

　「プールで運動する楽しさをあじわいたい！」そんなあなたに楽
しく始められる教室を準備しました。
　水中であらゆる動きを体験しながら、ふれあいと交流を深め、心
身ともにリフレッシュしていただきます。

　「琵琶湖一周に挑戦」は、プールで歩いた距離、泳いだ距離を累計し、琵
琶湖一周178㎞を目指す事業です。また、「日本縦断に挑戦」は、トレー
ニング室のエアロバイクとランニングマシンでの距離を累計し、日本縦
断3,418㎞をめざす事業で、両事業の授与式を２月９日（日）に行いま
した。今年もたくさんの挑戦者の笑顔が集まり、１年の成果を共に称え
あいました。
　皆さんもぜひ琵琶湖一周・日本縦断に挑戦をしてみませんか？どなたで
もご参加いただけますので、いつでもお気軽に職員へお申し出ください。

琵琶湖一周・日本縦断に挑戦　　授与式琵琶湖一周・日本縦断に挑戦　　授与式

事　業　報　告

土 曜 日 ６月14日 ８月９日 10月11日
12月13日 ２月14日

開催時間 12：00～ 12：50

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： 35歳以上の身体・精神障害者
定　　員： なし
費　　用： 受講料は無料

日　　時：
土 曜 日 5月17日 7月12日 ９月13日

11月8日 1月10日
開催時間 12：00～ 12：50

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： 30歳以上の知的障害者
定　　員： なし
費　　用： 受講料は無料

日　　時：

水 曜 日 ４月９日 ４月23日 ５月21日
５月28日 ６月11日 ６月25日

開催時間 16：30～ 17：30

日 曜 日
祝　  日

４月29日 ５月６日 ６月８日
７月21日 ８月10日

開催時間 12：00～ 13：00

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： 重度肢体障害者とその介助者
定　　員： なし
費　　用： 受講料は無料

日　　時：

その他自由参加の教室

※詳細については、センターまでお問い合わせください。

　申込みのいらない、様々な自由参加の教室・事業を開催いたしま
すので、目的に合わせてお気軽にご参加ください。

教室・事業名 開催日 開催時間

アクアビクス教室
毎月第4土曜日
※7月は除く
※12月は第3土曜日

10：45～ 11：45

グラウンドゴルフ定例会 毎月第2金曜日
※5月、11月を除く 13：30～ 15：30

スポーツ吹矢定例会 毎月第4金曜日
※7月、3月を除く 13：30～ 15：30

アドバイスタイム水中歩行 水曜日 13：00～ 14：30

将棋と囲碁のつどい
毎月第4日曜日
※5月、7月は除く
※12月は第3日曜日

10：00～ 16：30

日　　時： 毎月第３火曜日（９月を除く）
 10：00～ 11：30
場　　所： 当福祉センター　アリーナ（上靴持参）アリーナ（上靴持参）
対 象 者： 障害のある人
定　　員： ６人（先着順）
費　　用： 受講料は無料

平成26年度 自由参加の教室を紹介します。（申込みは不要です）
障害者福祉センターコーナー

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew

NewNew
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　平成24年10月に実施しました「お客様アンケート」調査でいただいた、ご意見ご指摘に対する対応について県身協101号での
対応指載に続き報告いたします。
　今回の記載以外の施設の環境改善については、県との協議や予算制約等により直ちに対応が困難なものもありますが、整備・対
応できた段階でお知らせさせていただきます。なお、建築構造や運営上等から対応の難しいもの（重度更衣室、売店の設置等）もあ
りますので、ご理解をお願いいたします。

ご　意　見 対　　　　　応
・ 調整（高さ）の出来る椅子が欲しい 受付の血圧測定の椅子については高さが調整できるようになっております。

また、館内には様々なタイプの椅子を設置していますが、ご不便なことがあり
ましたら職員にお声かけください。

・ ウォシュレットがない 正面玄関横のトイレと奥の多目的トイレには一部ウォシュレットを設置して
いますが、今回新たに正面玄関横の男子トイレ１か所、女子トイレ２か所、多目
的男子トイレ１か所、女子トイレ1か所にウォシュレットを設置しましたので
ご利用ください。

・ 背筋の機械を置いてほしい、貸し出しの備品がボロボロ 新たに背筋の機械の設置については、予算やスペースの確保等から難しいとこ
ろです。既存のマシンにて指導をさせていただきますので、お声かけください。
貸出物品については、状況を確認の上対応しているところです。卓球ラケット
については、交換済みです。また、バドミントン、テニスラケットのグリップは
巻き直し済みです。今後、アーチェリー等についても整備してまいります。

・ 時々、駐車場が混んでいる センター主催のイベント等にあたっては、隣接の駐車場を借りて来場者にご
不便のないように取り組んでおります。正面だけでなく、裏側の駐車場も混み
あっているときは芝生部分をご利用ください。なお、車椅子駐車場においては,
「県車いす使用者等用駐車場利用証制度」に基づいて駐車いただきますようご
協力をお願いします。

・ 出入り口が複数あるのに受付は１か所しかない セキュリティの観点から、2月13日から夜間営業時（17時30分以降）のプー
ル側出入り口を閉鎖させていただいておりますので正面玄関をご利用くださ
い。ご理解とご協力をお願いします。

・ 事業があっても声をかけてくれない 事業の周知はちらしやポスターを作成し、館内各所にわかりやすく掲示して
お知らせしているところです。できるだけ、周知を図れるよう努めてまいります。

・ 定員がある。平日の事業への参加は個人的に厳しい
・ 平日夜の教室を希望、土日しかないと利用しづらい、予約不要
が良い
・ 事業の曜日が決まっている、数年に一度は事業の曜日を変え
てほしい

事業の内容等によっては、指導上定員を設けないと運営できないものもありま
すがアクアビクスやスポーツ吹矢定例会、自由参加型の事業や個別アドバイス
等も実施していますのでご利用ください。また、受講者のご意見やアンケート調
査を踏まえて曜日等を設定しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

・ プールの障害者コースがわかりにくい 障害者コースの表示はプールサイドの壁２か所に掲示しているところです。ま
た、視覚障害者の利用コースには、別に赤のコーンを置き表示しています。見え
にくかったり、分かりにくい場合は、お気軽に指導員におたずねください。

・ 少し入りにくい気がした
・ もう少し笑顔で対応してもらえると、気軽に利用できる

受付に来られたり、受付前を通られる場合は、その都度事務所内から挨拶をするこ
とや、受付に来られたら、明るく笑顔で対応するように心がけているところです。

・ センターを障害のある人、ない人の交流の場にしてもらいたい 障害者の社会参加のきっかけづくりを促進するため、障害のある人とない人の
交流の場となるように、夏まつりや感謝のつどい等の行事を始め自由参加型の
事業等を、交流に重きをおいて実施しているところです。

・ 後続来館者に気配りが必要、来館者のチェックが必要 受付職員の向きをカウンター側にし、来館者の確認を行っております。
・ プール教室の回数が増えたら良いのにと思う
・ イベントが充実すれば良いと思う（ツリーのつどい等）
・ 重度の知的の人向けに、体を動かすクラスがあればと思う
・ 着物の着付けを習ってみたい
・ 転倒しやすい人でも参加しやすい事業があれば良い
・ 高齢者の要支援、要介護の軽度の方への取り組みを望みたい

様々なご要望をいただきました。
各事業とも実施にあたってはアンケート調査や各事業の評価を元に次年度事
業企画を行い障害の種別・年齢・レベル・ニーズを踏まえた内容にしていくこと
としており、平成26年度新規教室を充実しております。予算や職員の体制等で
一定の限界がありますので、全てのご要望にお応えすることはできませんが、今
後も充実していきたいと考えております。

・ 一般利用だが、障害者コースが空いている時は使わせてほしい 各利用時間帯の受付終了時間（11時30分、16時00分、20時00分）が過ぎ
た時点で状況により障害者コースを解放しています。あらゆる障害に対応する
ため、利用者の皆様が安全で気持ち良く使っていただけるよう、ご理解とご協
力をお願いします。

・ 事故が起きた場合の事にとらわれすぎていないか、柔軟な対
応を望む

施設管理者として、ご利用者の皆様に安心して、安全にご利用いただけるよう、
出来る限りの事故防止に努めているところです。一定の規制やルールについて
のご理解と、ご協力をお願いします。

・ プール、トレーニング室の利用料が高い
・ 午後の利用が17時までだったら良いと思う

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例に基づいて運営
しておりますのでご理解くださいますようお願いします。

「お客様アンケート」調査でのご意見等に対する対応について
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お　知　ら　せ

個人使用料

● プール

区　分 使用の単位
金　額

平水時 温水時
幼児、小・中学生
中等教育学校（前期課程） 1回につき 290円 420円

高校生・中等教育学校（後期課程） 〃 370円 470円
県内に居住する65歳以上の者 〃 265円 355円
その他の者 〃 530円 710円

※平水は7、8月です。

● アリーナ・小アリーナ・トレーニング室
区　分 使用の単位 金　額

幼児、小・中学生
中等教育学校（前期課程） 2時間につき 230円

高校生・中等教育学校（後期課程） 〃 370円
その他の者 〃 530円

● アーチェリー場
区　分 使用の単位 金　額

高校生・中等教育学校（後期課程） 1回につき 370円
その他の者 〃 530円

※貸切り使用料および県外居住者の使用料についても改定されておりますので、当福祉センターまでお問い合わせください。

　 は障害者福祉センターの休所日です
　 は夜間閉所です　　 はプール閉鎖です

1 2 3
4 5 6 7

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
日 月 火 水 木 金 土

8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

５1 2 3 4 5
6 7

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

６4
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＊ 施設メンテナンス ＊
 5月7日～5月14日はプール利用できません。

障害者福祉センターコーナー

平成26年度登録ボランティア募集中！

施　設　利　用　料　金　改　定

施設利用カレンダー　４月～６月分

トイレにウォシュレットを設置しました！

皆様のご利用を職員一同心よりお待ちしております。

　当福祉センターの事業に協力していただけるボランティア
を募集しています。

登録条件： ①18歳以上で自身に介助を要しない人
 ②健康で体力のある人
協力内容： 当福祉センター主催事業の補助等
登録期間： ３月１日（土）～７月31日（木）

登録についての詳細は、直接当福祉センターまでお問い合せ
ください。

　いつも綺麗にトイレをご利用いただきありがとうございま
す。この度、当福祉センターの洋式ト
イレにウォシュレットを新たに４か
所（正面玄関横・男女トイレ各１か所、
多目的トイレ２か所）設置しました。
　便座もあたたかく、寒い冬でも快
適にご利用いただけるようになりま
した。

　滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の一部改正に伴い、平成26年４月１日より、当センターの利用料
金が改定となります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

職　員　の　異　動
主　　事 ： 中西　彩香（平成26年 １月31日退職）　　契約職員 ： 澤田　聖子（平成25年12月31日退職）退職者氏名
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毎週金曜日はノーマイカーデーです！
ワンコインエコパス（※）を使って週に一度はエコ通勤を！
※毎週金曜日に１乗車100円で「バス：県内全域/鉄道：近
　江鉄道全域」が利用できる証明書です。詳しくは滋賀県
　交通政策課ホームページをご覧ください。
びわこ京阪奈線（仮称）鉄道建設期成同盟会・琵琶湖横断エコ交通推進協議会

次号（第105号、6月30日発行）に
伴う原稿締切日は５月18日（日）
とさせていただきますので、よろ
しくお願いします。

原
稿募集

印刷：社会福祉法人 いしづみ会　指定障害者サービス事業所 いしづみ

次の①～⑤のヒントを参考にして□の中の故事・ことわざをうめてください。
最後に（A) ～（F）の文字を順番に並べたものが答えとなります。

□□ ヒント □□

＊前回のクイズの当選者（応募総数：39通）
　・雲　俊一 様（甲賀市）
　・西村征夫 様（守山市）
　・鈴木惇司 様（東近江市）

① 蛙の子は蛙（かえるのこはかえる）
② 類は友を呼ぶ（るいはともをよぶ）
③ 兄弟は他人の始まり（きょうだいはたにんのはじまり）
④ 飛ぶ鳥をおとすいきおい（とぶとりをおとすいきおい）
⑤ 両手に花（りょうてにはな）

ご応募頂いた個人情報については、個人情報保護関係法令を遵守し、クイズ
コーナーの事務にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

《応募方法》
ハガキに住所、氏名、電話番号、クイズの答え、広報誌に対するご感想
等をご記入の上、下記までご応募ください。正解者の中から、3人の方
に、記念品をお送りします。なお、応募の締め切りは、5月末日までの
消印のあるものを有効とさせていただきます。

① 物事は一度目や二度目はうまくいかなくても、三度
目は上手くいくということ。

② あきれかえってものもいえない様子。あきれて口を
開けたまま、閉じるのを忘れてしまったほどである
ということ。

③ 水に潜って魚を捕るのが鵜だが、烏が真似をしたら
溺れてしまう。自分の能力を考慮しないで人の真似
をすると失敗するという戒め。

④ 明朗で円満な家庭には自然と幸運が訪れるという意。
⑤ いくらありがたい念仏をきかせても馬は理解しない
ということ。有益な忠告などをいくら言って聞かせ
ても、聞き流すだけで効果のないことのたとえ。

⑥ 無実の罪を負わされること。また、身におぼえのない
汚名をたてられること。

ク イ ズ コ ー ナ ー

①
②
③
④
⑤
⑥

(A) ど し ょ き

あ い (B) ち ふ さ ぬ

う ま を か (C) す

わ ら か に (D) く る

う の み ね (E)

ぬ ぬ (F)

読者からの声！
●初めて新年の集いに出席させていただきました。味のある一時でした。
これからもよろしくお願いいたします。（大津市・女性）

●初めて映画鑑賞会に参加させていただきました。一日を楽しく過ごさせ
てもらい、感謝しております。（野洲市・男性）

●昨年４月から厚生会に入らせていただきました。一年近くたちますが、い
ろいろなスポーツに参加して楽しくやっています。これからも頑張って参
加したいです。（東近江市・女性）

●各種催し物等の記事がありますが、過去形が多いように思います。予定
及び内容に重きをおかれては？（長浜市・男性）

●地元の図書館で、この広報誌を手にしました。私は、福祉に興味は多少で
すがあるのですが、なかなか実践することができない人です。このような
人はたくさんいると思います。もっとこの広報を人の目につくところに置
いた方がいいと思います。（米原市・女性）

●平成25年度の知事表彰、会長表彰の被表彰者に知人の名前があり、大
変うれしく思いました。（甲賀市・男性）

〒525-0072　草津市笠山八丁目5番130号
（公財）滋賀県身体障害者福祉協会　県身協クイズの係　まで

＊前回のクイズの答え　→　かるたとり

 　　　　　　　　　寒さもようやく衰えはじめましたが、いかがお過ごしでしょうか？
　　　　　　お花屋さんを覗くと、一足早くチューリップ、フリージア、スイトピー、ラナンキュラスなど春のお花が色とり
どりにあふれていました。うららかな日差しの本格的な春の到来が待たれます。
　さて、「滋賀県身協」（第104号）ができあがりましたのでお届けします。
　年度末に入り何かと忙しい毎日ですが、４月からは平成26年度が始まります。県立障害者福祉センターの指定管理期間も
折り返しを過ぎ、利用者本位のより良いサービスを目指して、福祉サービス第三者評価を受審しました。足元を見つめなお
し、身を引き締めて、業務に取り組んでまいりますので、今後ともご指導・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
　次号（第105号）の広報誌は、６月30日に発行します。「平成25年度事業報告」と「平成26年度事業計画」について報告する
予定です。
　春寒の折り、どうぞ、お身体をおいといください。 （編集子）


