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平成28年4月1日から障害者差別解消法が
施行されました
12月3日～9日は障害者週間です

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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第36回 日本身体障害者団体連合会
　　　　　　　　　　近畿ブロック福祉大会
第18回日本身体障害者団体連合会
近畿ブロック身体障害者相談員研修会の開催

　今年度は京都市で開催されます。滋賀県からは各地域
代表者ならびに身体障害者相談員等併せて約35人が参
加予定です。
　内容については、次号（第115号）でご報告いたし
ます。

日　時 ： 平成28年10月31日（月）
午前11時～午後3時

場　所 ： 京都テルサ　西館１階「テルサホール」
　　　　（京都府京都市南区東九条下殿田町70）
主　催 ： （福）日本身体障害者団体連合会近畿ブロック

連絡協議会
主　管 ： （公社）京都市身体障害者団体連合会
参加者 ： 近畿ブロック各府県及び政令指定都市身体障

害者団体の代表者ならびに身体障害者相談員
約500人

日　程 ： 式典、大会宣言（案）、大会決議（案）、講演等

　第66回滋賀県身体障害者福祉大会を高島市において
開催します。
　今年は、式典、議事の後にアトラクションとしてフルー
ト演奏と笑いヨガを予定しています。
　この大会に多くの皆様のご参加をお待ちしておりま
す。各市町の更（厚）生会等で参加者を取りまとめていま
すので、是非ご参加ください。

日　時 ：平成28年11月6日（日）　10時開会
場　所 ： 高島市民会館

（高島市今津町中沼1－3－1）
主　催 ： 公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会

第66回滋賀県身体障害者福祉大会実行委員会
後　援 ： 滋賀県・高島市・大津市

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会
社会福祉法人 高島市社会福祉協議会
社会福祉法人 大津市社会福祉協議会

運　営 ： 第66回滋賀県身体障害者福祉大会実行委員会
日　程 ： 式　典
  　＊滋賀県知事表彰授賞式
  　＊公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
                  会長表彰授賞式
  議　事
  　＊大会宣言（案）提案、大会決議（案）提案
  アトラクション
  　＊フルート演奏・笑いヨガ

第66回滋賀県身体障害者福祉大会の開催

協 会 か ら の お 知 ら せ・報 告

　滋賀県障害者社会参加推進協議会では、構成団体や
関係機関の協力の下、「障害者週間」および「障害者差別
解消法」を啓発するため、幟旗の掲示とポケットティッ
シュを配布します。
　去る７月、相模原市の障害者施設で多数の入所者が殺
傷された痛ましい事件で、被害に遭われ亡くなられた
方々、ご家族の皆様に哀悼の意を表しますとともに、負
傷された方々の一日も早い回復をお祈り申し上げます。
この事件を受け、障害当事者団体として改めて差別のな
い共生社会づくりに向けて障害者差別解消法の理解啓
発に一層取り組んでまいります。皆様のご参加、ご協力
をお願いいたします！

実施日時 ：平成28年11月25日（金）～27日（日）を
　　　　　中心に実施
実施場所 ：県内ＪＲ等主要駅および大型商業施設等

障害者週間啓発・推進事業を実施します！

　青壮年部研修交流会を開催します。スポーツ・レクリエー
ションを一緒に体験し、障害のある人もない人も一緒に交
流を深めませんか？皆様のご参加をお待ちしております！
　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。

日　時 ： 平成28年12月10日（土）10時～15時30分
場　所 ： 滋賀県立障害者福祉センター　会議室・アリーナ
対象者 ： 滋賀県内の障害のある人、青壮年部活動に関心
   　　　のある人
持ち物 ： 動きやすい服装、上靴

青壮年部研修交流会を開催します！

役職 氏名 役職 氏名
部長 原　　陽一 執行部員 岸本　和明
副部長 長谷川綱雄 同 堀井　　晃
同 小辰　一人 同 大矢　　進
同 太田千恵子 同 川端まどか

女子部長 髙野　正子 同 野田　和義
事業部長 井之口繁幸 同 菊池　滋美
事業補佐 中西　信樹 同 園田　哲生
執行部員 鈴木　一茂 同 藤尾　邦洋
同 大岡　　剛 同 堀井　友哉

公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会
平成28年度 青壮年部役員名簿

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ



3

公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会
第３期理事・第２期監事名簿

（敬称略、地域団体順）

役職 氏名 地域・団体名
会　 長 中村　裕次 彦　　　根
副会長 長谷川綱雄 米　　　原
同 藤本　俊治 甲　　　賀
同 脇　　眞澄 東  近  江

常務理事 山脇　　治 滋賀県立障害者福祉センター
理　 事 梅田　道廣 大　　　津
同 酒井　なつ 長　　　浜
同 新田　正紘 近 江 八 幡
同 竹村　　勇 草　　　津
同 石田　貞雄 守　　　山
同 川嵜　千頼 栗　　　東
同 望月　惇二 湖　　　南
同 足立　　 勲 高　　　島
同 松本　建司 湖　　　東
同 小林　信征 愛知・犬上
同 大橋　　博 （福）滋賀県視覚障害者福祉協会
同 長田由美子 滋賀県中途失聴難聴者協会
同 駒阪　博康 （特非）滋賀県難病連絡協議会
同 小野　剛儀 （特非）滋賀県脳卒中者友の会　淡海の会

監 　事 太田千恵子 栗　　　東
同 堀井　長次 （公社）滋賀県腎臓病患者福祉協会

（平成28年6月24日から）

公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会
第２期評議員名簿

（敬称略）

圏域・団体名 圏域を構成する地域 氏名

市
町
身
体
障
害
者
団
体

大　津 大津  北村　　茂
湖　北 長浜・米原 秋野　　忠
湖　南 草津・守山・栗東・野洲 杉江　利平
甲　賀 甲賀・湖南 村木洋次郎
東近江 東近江・近江八幡・湖東 澤村　康夫
湖　西 高島 杉原　芳也
湖　東 愛知犬上・彦根 大西　孝雄

障
害
別
団
体

（特非）滋賀県脊髄損傷者協会 四塚　康則
（一社）滋賀県ろうあ協会 田邊理恵子
（公社）日本オストミー協会滋賀県支部 谷口　良雄
滋賀湖声会 小西　勝彦
（福）滋賀県障害児協会 乗光　秀明
（福）滋賀県社会福祉協議会 小林治一良
（公財）滋賀県身体障害者福祉協会青壮年部 原　　陽一

（平成28年6月24日から）

　県内の身体障害者相談員を対象として「平成28年度
滋賀県身体障害者相談員研修会」を7月3日（日）にひこ
ね市文化プラザで、9日（土）に滋賀県立長寿社会福祉
センターで開催し、合わせて約130人の方々に参加い
ただきました。
　いずれの会場も、滋賀県健康医療福祉部障害福祉課か
ら、「障害者差別解消法」の概要や合理的配慮の考え方等
について具体的事例もまじえて説明いただくとともに、
県における対応や法を補完する県条例の検討状況につ
いて触れていただき、理解を深められました。続いて、龍
谷大学社会学部現代福祉学科准教授の山田容氏から「面
接における合理的配慮」と題して、聴く姿勢や態度、支援
に向けた聴き方等についてお話いただきました。
　参加者からは「相談の
受け方について、これか
ら活かしていきたい」、
「大変参考になり、良か
った」などの感想をいた
だき、今後の相談員活動
に役立てていただける
貴重な研修の機会とな
りました。

　6月26日（日）に岐阜県身体障害者福祉協会青壮年部
と合同で交流会を開催し、滋賀県から36人、岐阜県から
37人が参加しました。
　午前中は名古屋港ポートビルで意見交換会を行いま
した。両青壮年部の活動紹介の後、普段の生活で困って
いることや感じていること等についてグル―プに分か
れて意見交換をしたところ、「障害者等用駐車場に健常
者が駐車している」、「新規会員の募集が課題」などの課
題があがり、意見が交わされていました。また、昼食時に
は参加者同士の交流が盛んに行われ、両青壮年部の積極
的な交流を深めることができました。
　昼食後は名古屋港水族館を見学し、参加者はイルカの
ショー等の各種イベントや様々な種類の魚や動物を鑑
賞し、楽しまれていました。
　水族館の見学後、両青壮年部副部長から「今後も両青
壮年部の交流を図っていきましょう。」と閉会の挨拶が
あり、参加者全員の拍手で交流会は幕を閉じました。

第４回青壮年部交流会を名古屋で開催しました！

平成28年度 滋賀県身体障害者相談員研修会
を開催しました！

報　　告

報　　告
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月　　日 主　　　催 行　事　内　容

7月10日（日）
滋賀県障害児者と父母の
会連合会
（福）滋賀県障害児協会

第60回滋賀県肢体不自
由児者福祉大会

8月23日（火） 守山市身体障害者連合会 ふれあいの集い ぶどう
狩り

9月11日（日）
守山市身体障害者連合会
草津市身体障害者更生会
栗東市身体障害者更生会

湖南地域身体障害者ス
ポーツ大会

8月23日（火）に、湖南市下田の「まるじ園」にぶどう
狩りに行きました。このぶどう狩りは、連合会の毎年恒
例の行事で会員の親睦と交流を兼ねており、会員の皆
様はいつも楽しみにしておられ、当日は35人の方が参
加されました。
ぶどう畑では、湖南市ボランティアの方に協力いた
だきながら、はさみを使ってぶどうを取りました。大き
く実ったぶどうはとても甘く、口にした参加者からは
笑顔がこぼれました。
ぶどう狩りのあとはボランティアの方も一緒にカラ
オケを行い、みんなで手拍子をしたり、一緒に歌ったり
と大いに盛り上がりました。
帰りのバスの中では、参加者の多くから「また、来年

も参加したい」との感想があり、美味しいぶどうをお土
産に、帰路につかれました。
会員の皆様には、これから
も元気で連合会の行事に参
加していただきたいと思い
ます。連合会をより活性化で
きるよう、一緒に頑張りま
しょう。

わが地域の「がんばり日記」

ふれあいの集い「ぶどう狩り」に行きました！
守山市身体障害者団体連合会

平成28年度（公財）滋賀県身体障害者福祉協会
　「障害者施策に関する要望書」に対する回答

県身協第113号に続き、第65回滋賀県身体障害者福祉大会で決議された８項目の要望事項に対する県からの回答
を掲載いたします。なお、要望事項の詳細については紙面の関係から省略させていただいております。要望事項の1か
ら3までの項目についての回答は、前号をご確認ください。

要望事項 回　　　答

４．関連する制度や関係
機関等との整合・連携を
図ったユニバーサルデザ
インのまちづくりの実現

　国の移動円滑化の促進に関する基本方針に基づき、引き続き庁内で連携を図りな
がらユニバーサルデザインの推進を図る。
【所管：健康医療福祉部　健康福祉政策課】

　本県では、鉄道駅のバリアフリー化は、国の「移動等円滑化の促進に関する基本方
針」に基づき、3,000人/日以上利用客のある駅を中心にバリアフリー化を進めて
いる。
　より多くの駅でバリアフリー化が図れるよう、市町とともに高齢者や障害者の利
用状況や、駅周辺の都市施設等の状況など、地域の実情を総合的に勘案し優先順位を
定め、エレベーター等の設置を促進していきたいと考えている。
【所管：土木交通部　交通戦略課】

　既設の道路については「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

熊本地震に対する支援金のご協力をお願いしました
ところ、次の団体からご支援をいただきました。誠にあ
りがとうございました。
支援金は、日本身体障害者団体連合会を通じて、被災
地の障害者団体へ寄付をします。お礼かたがたご報告い
たします。

　（ご支援をいただいた団体名）
・近江八幡市身体障害者厚生会　様
・草津市身体障害者更生会　様
・湖南市身体障害者更生会　様
・高島市身体障害者更生会　様

　引き続き、ご協力いただきますようお願いいたします。

熊本地震被災地への支援金のお礼

各地域・団体の活動報告

（平成28年7月～9月）
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に基づき、定められた重点整備地区における特定道路の内、県が管理する道
路21.2kmのバリアフリー化事業を進めている。平成2６年度末にはこの内、
16.0km、約75％のバリアフリー化を完了したところであり、引き続きバリアフ
リー化事業に取り組んでいく。
　また、新規に建設する道路においては、ユニバーサルデザインの考えに配慮した道
路整備を進めている。
【所管：土木交通部　道路課】

５．特定医療費の対象とな
らない場合の措置や市町
村民税非課税世帯の場合
の福祉医療制度の活用な
どの自己負担の軽減

　難病法に基づく特定医療費の支給については、重症度分類を満たさない場合であ
っても月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間３月以上ある患者に対し
ては支給認定を行っているところ。難病法の施行により市町村民税非課税世帯の方
のうち、新たに負担が生じた方もおられるが、こうした方の中には、福祉医療助成制
度による助成対象となる方もおられるため、一定の自己負担軽減が図られているも
のと考えている。
【所管：健康医療福祉部　障害福祉課】

６．聴覚障害者、視覚障害
者への同行援護・移動支援
事業や意志疎通支援事業
の給付決定について、地域
格差なく公平なサービス
の提供

　同行援護・移動支援事業の給付決定については、公平にサービスが受けられるよう
実地指導時に市町へ確認していきたい。
　手話通訳者や要約筆記者の派遣は、第一義的に市町が行うものとされている。市町
での手話通訳者などの登録数は差はあるが、これを補うために、県が登録する手話通
訳者などで対応が可能となるよう市町が聴覚障害者福祉協会と契約締結して影響が
出ないようにしているところであり、今後も支援者の養成も含めて、市町と連携しな
がら支援の充実に努めていきたい。また、意思疎通支援について、地域格差が生じな
いようにとの観点で、これまでから国に対し個別給付化を要望してきたところ。
【所管：健康医療福祉部　障害福祉課】

７－１．一般就労への移行
促進や職業訓練の充実に
よる、就職率の向上

　障害者の一般就労促進に向けて、すべての福祉圏域の働き・暮らし応援センターの
職員体制を強化しており、今後も体制の充実に努めてまいりたい。
　また、企業への効果的な啓発はもちろんのこと、障害福祉サービス事業所から一般
就労への移行促進の観点で就労移行支援事業所をはじめとする就労支援を担う障害
福祉サービス事業所の機能強化、県が全国に先駆けて取り組んできた知的障害者の
介護現場での就労促進策など、今後も労働と福祉、さらには教育との一層の連携のも
と一般就労への移行促進に努めてまいりたい。
【所管：健康医療福祉部　障害福祉課、商工観光労働部　労働雇用政策課】

７－２．差別を受けること
なく継続的に安心して働
くことが出来るよう、事業
主に対する周知徹底

　来年４月の障害者差別解消法の施行に向け、今後、各省庁から所管事業者を対象と
した対応指針が示されるが、これを各事業者へ周知し、障害者が安心して働ける環境
整備に寄与してまいりたい。
【所管：健康医療福祉部　障害福祉課、商工観光労働部　労働雇用政策課】

８．学校教育の中で、障害
者差別解消法の周知と障
害に対する理解を深める
教育の充実強化

　県教育委員会では共生社会の形成に向け、障害のある子どもと障害のない子ども
ができる限り地域で共に学ぶことができるインクルーシブ教育システムの構築と新
しい学校づくりを進めるため、「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン（実施プラン）」
の策定に取り組んでいるところ。
　そうした中において、「障害者差別解消法」が2016年4月から施行されることを
受け、県教育委員会では、校長会や教員研修、指導主事の小中学校訪問時など、さまざ
まな機会をとらえ周知を図ってきた。
　今年８月には、学識経験者等を講師として、障害者差別解消法や合理的配慮に関す
る研修会を、小・中学校ならびに県立学校の教員や、市町の教育委員会の担当者を対
象に行ったところ。
　今後、文部科学省から対応要領が示され次第、速やかに県内各学校に広く周知し、
理解の徹底に努め、障害のある子どもと障害のない子どもが共に育つことができる
教育とその指導の充実を図ることとしている。
【所管：教育委員会事務局　学校支援課】
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　平成26年4月に実施された消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的
な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として次の給付金が設けられています。この給付金の制度
や申請には、下記「お問い合わせ先」までお尋ね願います。

この給付金を受け取るには市町に 申請が必要 です。詳しく
は、お住まいの市町（※）にお尋ねください。
※最近引っ越しをされた方は、平成28年1月1日にお住まいであった市町となります。

給 付 金 についてのお知らせ

平成２８年度
臨時福祉給付金（概要）

○支給額

１人につき３千円
○支給対象者

平成28年度の住民税が非課税の方
（課税者の被扶養者や生活保護の受給
者等を除きます）

障害・遺族年金
受給者向け給付金（概要）

○支給額

１人につき３万円
○支給対象者

平成28年度臨時福祉給付金の支給
対象者のうち、障害基礎年金又は遺族
基礎年金を受給している方
（高齢者向け給付金の受給者を除きます）

臨時福祉給付金 障害・遺族年金受給者向け給付金
市　　町 申請受付開始日 申請受付終了日 申請受付開始日 申請受付終了日
大津市 平成28年9月1日 平成29年1月31日 平成28年9月1日 平成29年1月31日
彦根市 平成28年10月3日 平成29年1月31日 平成28年10月3日 平成29年1月31日
長浜市 平成28年10月3日 平成29年2月3日 平成28年10月3日 平成29年2月3日
近江八幡市 平成28年10月17日 平成29年1月20日 平成28年10月17日 平成29年1月20日
草津市 平成28年8月8日 平成28年12月28日 平成28年8月8日 平成28年12月28日
守山市 平成28年8月22日 平成29年2月21日 平成28年8月22日 平成29年2月21日
栗東市 平成28年8月15日 平成29年2月15日 平成28年8月15日 平成29年2月15日
甲賀市 平成28年9月12日 平成29年1月31日 平成28年9月12日 平成29年1月31日
野洲市 平成28年8月15日 平成29年2月15日 平成28年8月15日 平成29年2月15日
湖南市 平成28年8月24日 平成28年12月22日 平成28年8月22日 平成28年12月22日
高島市 平成28年9月15日 平成29年1月16日 平成28年9月15日 平成29年1月16日
東近江市 平成28年9月5日 平成28年12月5日 平成28年9月5日 平成28年12月5日
米原市 平成28年10月3日 平成29年1月13日 平成28年10月3日 平成29年1月13日
日野町 準備中 準備中 準備中 準備中
竜王町 平成28年9月26日 平成28年12月26日 平成28年9月26日 平成28年12月26日
愛荘町 平成28年9月12日 平成28年12月12日 平成28年9月12日 平成28年12月12日
豊郷町 準備中 準備中 準備中 準備中
甲良町 平成28年9月27日 平成28年12月27日 平成28年9月27日 平成28年12月27日
多賀町 準備中 準備中 準備中 準備中

※厚生労働省ホームページ「確認じゃ！給付金。」（http://www.2kyufu.jp/)より抜粋したものです。

◎制度について：厚生労働省ＴＥＬ：０５７０－０３７－１９２
◎申請について：各市町 ※申請先は平成２８年１月１日時点で住民票のある市町です。お問い合わせ先
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JRジパング倶楽部入会について

1 会員の特典
◆JR線を「片道、往復、連続」のいずれかで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 加入資格
◆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・更新手続き
◆当協会までご連絡ください。

5 その他
◆乗車の際は、必ず会員手帳を携帯してください。

申込み・問い合わせ先

（公財）滋賀県身体障害者福祉協会
〒525-0072　草津市笠山八丁目5-130

TEL : 077ー 565ー 4832
FAX : 077ー 564ー 7641

E:mail : info@kenshinkyo-shiga.com

平成28年7月～9月事務局日誌
月　　日 会議・行事内容

７月２日（土） 第26回夏まつり第３回実行委員会

７月３日（日） 平成28年度滋賀県身体障害者相談員研修会（彦根会場）

７月９日（土） 平成28年度滋賀県身体障害者相談員研修会（草津会場）

７月24日（日） 滋賀県立障害者福祉センター第26回夏まつり

７月28日（木） 近畿ブロック連絡協議会団体長・事務局長会議

７月29日（金） 滋賀県立障害者福祉センター運営協議会

８月10日（水） 会長表彰審査委員会

第４回三役会

８月20日（土） 第３回青壮年部役員会

８月27日（土） 第３回理事会

８月29日（月） 第66回滋賀県身体障害者福祉大会第２回実行委員会

９月15日（木） 第２回滋賀県障害者社会参加推進協議会

９月17日（土） 地域等組織活動活性化事業審査会

心身障害者扶養共済制度のご案内心身障害者扶養共済制度のご案内
　障害のある方を扶養している保護者が自らの
生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、
保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあった
とき、障害のある方に終身一定額の年金を支給
する制度です。なお、加入には要件があります。
　お問い合わせ・申込みについては、（公財）滋賀
県身体障害者福祉協会までご連絡ください。
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障害者福祉センターコーナー

第 ４ 期 　 ス ポ ー ツ 教 室 受 講 生 募 集
リズムでダンス教室と初心者アーチェリー教室を実施します。みなさんふるってお申込みください！！

教　　室　　名 対　　象　　者 教 室 開 始 日 開  催  時  間 開 催 曜 日 定　員 回　数

リズムでダンス教室 知的障害者（中学生以上） 平成29年
1月21日（土） 15:00～16:00 土曜日 20人 ６

初心者アーチェリー教室 15歳以上の身体障害者
（視覚障害者を除く）

平成29年
1月24日（火） 10:00～12:00 火曜日 6人 4

※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。

申込期間：11月22日（火）～12月11日（日）までの開所日・開所時間

所定の受講申込書と予備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込み
ください。（1教室ごとに提出してください。）※先着順ではありませんので、申込み期間内にお申込みく
ださい。なお、受講申込書・予備調査表はホームページにも掲載しています。

申込方法

事業案内

　“上手く踊らなければ”と思う必要はありません。
とにかく楽しんで音楽やリズムに身を委ねましょう！

　新しい事にチャレンジしたい!そんなあなたにアーチェ
リーをお勧めします！
　初心者が安全に射てるようになるための教室です。

リズムでダンス教室

体の使い方教室

初心者アーチェリー教室

短期水泳教室

前年度の
参加者の声

前年度の
参加者の声

教室開催日
平成29年１月 21日・28日
　　　　　２月 11日・25日
　　　　　３月 11日・25日

計6回

教室開催日
平成29年１月 24日・31日
　　　　　２月 21日・28日

計4回
・のびのびとできて、体を動かす楽しさを
実感できた。
・家でも、よく似た動作（動き）をして楽し
みにしていた。

・初めての体験でしたが自分でもできる
事がわかって、よかった。さらに技術を
磨いて大会にも出てみたい。

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。

幼児 ジュニア
場　　 所 長浜バイオ大学ドーム練習室
開 催 日 平成28年11月23日・12月11日

平成29年1月15日・2月5日・3月5日
（祝日または日曜日）

時　　 間 9:30～ 10:30 11:00～ 12:00
対 象 者 知的･発達障害のある

４･５歳児（身体障害
を除く）とその保護者

知的・発達障害のある
小学生（身体障害を除
く）

長浜養護学校･新旭養護学校区在住者
定　　 員 10組 15人
費　　 用 無料
申込期間 10月1日（土）～10月14日（金）
申込方法 申込書・予備調査表に必要事項を記入の上、当福

祉センターに来所または郵送にてお申込みくだ
さい。ＦＡＸは不可。なお、申込書･予備調査表の
様式はホームページにも掲載しています。

湖北・湖東 湖西
場　　所 甲良町保健福祉センター温水プール 高島市Ｂ＆Ｇ温水プール
開 催 日 平成28年11月19日・12月17日

平成29年1月21日・2月18日・
3月18日（土曜日）

平成28年11月5日・12月3日
平成29年1月14日・2月4日・
3月4日（土曜日）

時　　間 ① 9 : 30～10:30
② 10:45～11:45

①② 13:30～ 15:00

対 象 者 ①小学生の障害児
②中学生以上の障害者
※甲良養護学校･長浜養護学校
学区在住者、長浜北星高等養護
学校、愛知高等養護学校在籍者

①小学生の知的障害児とその
保護者
②中学生以上の知的障害者
※新旭養護学校学区在住者

定　　員 ①15人　　②20人 ①6組　　②12人
費　　用 無料
申込期間 10月1日（土）～10月14日（金）
申込方法 申込書･予備調査表･誓約書に必要事項を記入のうえ、当福祉センター

に来所または郵送にてお申込みください。FAXは不可。なお、申込書・
予備調査表・誓約書の様式は、ホームページにも掲載しています。

地 域 支 援 事 業
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介護予防「転ばぬ先のセラバンドセミナー」

お正月生け花教室

にこにこ絵画活動

体力測定・トレーニングアドバイス

ケーキづくり教室

指導員と泳ごう

・日頃の成果が上がっている
ことに実感でき、年１回の測
定が何よりも励みになりま
した。

・かわいいケーキができました。
・1人１ホール持って帰れるの
でうれしい。

・親切でわかりやすい
・平泳ぎに少し自信がもてた。

・個々の力に合わせ自由に
描かせてもらえた。
・帰宅後もうれしそうに教
室の話をしていました。

　体力測定をきっかけに、日々の生活や運動習慣を見
直しませんか？

　みんなで楽しくクリスマスケーキをつくりましょう！

ゴムバンドを使用して、自宅で簡単にできる筋力アップ
や筋力維持の運動方法を学びます。興味のある方は、是非
ご参加ください。

　生け花を飾って、華やかなお正月を迎えませんか？
生け花の経験がない方もある方もお申込みをお待ちし
ています。

線や色を使って自らを表現しませんか？指導員と一緒に泳ぎながら水泳技術の向上を目指しま
しょう。

日　　時 ： 平成28年10月26（水）13：30～ 15：30
場　　所 ： 当福祉センターアリーナ
対 象 者 ： 身体障害者・精神障害者
定　　員 ： 30人（要予約・先着順）
費　　用 ： 無料
申込期間 ： ９月28日（水）～10月19日（水）

日　　時 ： 平成28年12月3日（土）14:00～ 16:30
場　　所 ： 大阪ガスクッキングスクール滋賀
　　　　　（草津市西大路町5-34）
対 象 者 ： 障害のある人（中学生以上）とその介助者
定　　員 ： 18人（先着順）
費　　用 ： 受講料は無料
　　　　　ただし、教材費2,000円が必要です。
申込期間 ： 10月22日（土）～11月13日（日）

時　　間 : 15：30～ 16：30
場　　所 : 当福祉センター　プール
対 象 者 : 開催日の実施種目で浮助具を使用せず25ｍ以
               上泳げる障害のある人・ない人
定　　員 : なし
費　　用 : 無料 (ただし、障害のない人は施設使用料が必要です)
※事前申し込みは不要です。

日　　時 ： 平成28年11月5日（土）13:00～ 15:00
　　　　　　　　　　12月3日（土）13:00～ 15:00
場　　所 ： 当福祉センター　会議室
対 象 者 ： 障害のある人、障害のない人
内　　容 : 講義：普段の生活の中で運動することの大切  
　　　　　　　 さを知ろう
　　　　　実技：ゴムバンドを使ってできる簡単な筋力
　　　　　　　　トレーニング
定　　員 ： ２０人（先着）
費　　用 ： 受講料は無料
申込期間 ： 10月1日（土）～10月23日（日）

日　　時 ： 平成28年12月25日（日）13:30～ 15:00
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 ： 15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 ：11月19日（土）～12月11日（日）

日　　時 : ①平成28年11月13日（日）13:00～ 15:00
　　　　　②平成29年 1 月29日（日）13:00～ 15:00
場　　所 : 当福祉センター　小アリーナ
対 象 者 : 障害のある人（小学校3年生以上）とその介助者
内　　容 : ①アートな秋をつくろう
　　　　　②カラフル仮面をつくろう
定　　員 : 10人
　　　　　（受付締切時に定員を超える申込みがある場合は抽選）
費　　用 : 受講料は無料　ただし、教材費100円が必要です。
申込期間 ： 10月7日（金）～10月30日（日）

平成28年 平成29年
10月 9日、23日 1月15日、29日
11月 6日、13日 2月　5日、26日
12月11日、18日 3月　5日、19日

前年度の参加者の声

前年度の参加者の声

前年度の参加者の声

前年度の参加者の声

（イメージ写真）
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第26回夏まつり　～共に生きる～広がり・つながる・仲間の輪

7月24日（日）に開催した第26回夏まつりは、玉川ウィンドオーケストラのマーチン
グで盛大に幕をあけました。今年は、9月に行われるリオデジャネイロパラリンピック
に向けて、滋賀ゆかりの代表選手への応援メッセージコーナーや、迫力のある競技パネ
ル展示コーナーを設置し、パラリンピックへの興味・関心を高めました。また、昨年に引
き続き三日月知事にお越しいただき、いろいろなコーナーで多くの参加者とふれ合って
いただき、夏まつりを一層盛り上げていただきました。その他、障害者団体による模擬
店、フリーマーケット、縁日コーナー等賑やかで多彩な催しを通して、ご参加いただいた
1800人余りの多くの方々に楽しい一日を過ごしていただくことができました。

事業報告・お知らせ

清掃活動・防災訓練障害者スポーツ体験イベント

障害者週間　啓発イベント

映画鑑賞会

日　　時 ： 平成28年12月1日（木）13:00～ 15:30
場　　所 ： 清掃活動：福祉ゾーン一帯
　　　　　防災訓練：当福祉センター
対 象 者 ： 当福祉センター利用者および福祉ゾーンの施設
　　　　　 を利用する人
内　　容：福祉ゾーン一帯の清掃活動および当福祉セン
　　　　　ターでの防災訓練

日　　時 ： 平成28年11月27日（日）10:30～ 14:30
場　　所 ： 当福祉センターアリーナ・小アリーナ
対 象 者 ： 障害のある人、ない人
内　　容： 1部（午前）体力づくり　身体を動かそう!

　ヨガ・バランスボール・セラバンド
　スポーツ吹矢・体組成測定
２部（午後）障害者スポーツにチャレンジ！
　バドミントン・車椅子バスケット
　スポーツ吹矢
その他
　スタンプラリー実施
　軽食販売

清掃活動と防災訓練へのご参加、ご協力をお願いし
ます。

やってみよう！なるほど、知るほど、みんなのスポーツ！

・色々なスポーツを日本代表
選手やトップクラスの選手
から親切に指導を受けたり
交流ができた。

・多くの人と交流ができた。
・煙中体験で、煙の怖さがよ
くわかった。

・楽しく最後まで集中して見ることができた。
・子供も大人も楽しめる内容だった。
・マットがひいてあったのがとてもよかった。

　どなたでも自由に参加していただけます。今回も人気の映画を上映しますの
で是非お友達やご家族をお誘い合わせのうえ、お越しください。

日　　時 ： 平成28年12月23日（金・祝）
10:15～ 12:00 
「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」
13:20～ 15:00
 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と５つの物語だニャン！」

場　　所 ： 当福祉センター 会議室
対 象 者 ： 障害のある人、ない人
参 加 費： 無料（当日入場自由）

前年度の参加者の声
前年度の参加者の声

前年度の参加者の声
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障害者福祉センターコーナー

「玉川ウインドオーケストラ」
玉川ウインドオーケストラのマー
チングで夏まつりの幕が開けまし
た。開幕に相応しい迫力のある演奏
に会場は魅了されました。

「リオデジャネイロパラリンピック
　応援メッセージ」
リオデジャネイロパラリンピック

に出場する滋賀ゆかりの選手の方々に
向けて応援メッセージを書きました。

「関西京都今村組」
ダンスパフォーマンスは力強さが

みなぎっていました。また、その迫力
に来場者は圧倒されました。参加して
踊れる場面では、会場が一体となり大
変盛り上がりました。

「大抽選会」
ドキドキワクワクの大抽選会。
アリーナが満杯になり立ち見が
出るほど多くの方にご参加いただ
きました。

「ミニ列車」
子供に大人気のミニ列車は、暑
い中、長蛇の列ができました。

「フィナーレ」
参加者の想いと願いを色とりどり

のエコ風船にかき、フィナーレで大空
へ飛ばしました。今年は、滋賀県内と
奈良県まで飛び、心温まるメッセージ
をいただきました。

皆様のご利用を職員一同心よりお待ちしております。

平成28年度 障害者福祉センター運営協議会

利用者カードの有効期限化のお知らせ

センター外壁タイル工事について

　7月29日(金)に平成28年度滋賀県立障害者福祉センター運営
協議会を開催し、前年度の利用状況や事業の実施報告、今年度の
事業計画等を説明しました。質疑では、センターの防犯対策、利用
者数の目標等についてご意見をいただくなど、熱心に議論してい
ただきました。いただいた意見等を踏まえ、今後もサービスの質
の向上と業務の効率的な運営に取り組んでまいります。

　この度、利用者カードを無期限でご利用いただいている方につ
いて、より安全に施設をご利用いただくため、一定期間毎に皆様の
健康状態を把握させていただくこととして、平成28年10月1日
（土）から随時に利用者カードを有効期限（原則５年間）のあるもの
に変更させていただくことになりました。変更手続きの際は、手帳
の確認をさせていただきますので手帳をご持参ください。また、新
たに運動許可書の提出をお願いすることもありますので、ご了承
ください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　当福祉センターは、県有施設の長寿命化対象施設として、今年
度から計画的に修繕・改修や予防保全工事を行っていきます。今
年の秋頃からは、外壁の修繕工事に入る予定です。ご利用にはで
きるだけ支障の無いようにしてまいりますが、皆様にはご理解と
ご協力をお願いします。

水泳介助者研修会

親子水泳教室

・子供の立場になって水に入ることができ、　水の感触や心地よ
さを感じられて良かった。

・子供の実態に合わせた声かけをしてあげ、水泳が楽しかったと
言ってもらえるよう、また水泳嫌いを増やさないようにしてい
きたい。

・少しずつできることが増え、自
信がついて、子供自らのやる気
につながりました。

・子供が安心して教室に参加で
きました。

　当福祉センターでの各種水泳教室や短期水泳教室
で指導してきた内容と経験を基に、障害のある児童･
生徒が水泳を行うにあたり、安全で適切な介助及び指
導を受けられるようにプログラムを紹介しました。

　親子で水になれ、楽しみながら集団でのルールを身に
つけるとともに、泳力別に泳ぎの基本姿勢や保護者の
方々には介助方法を繰り返し練習していただきました。

前年度の参加者の声

前年度の参加者の声
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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」が利用で
きる証明書です。詳しくは滋賀県交通戦略課ホームペー
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

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

①
②
③
④
⑤

(A) よ り だ ち

(B) う し に っ し を え る

そ あ れ (C) れ い し

な よ ん (D)

ち も も ば (E) ま と な

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）～（E）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：34通）
　・山本重夫 様（高島市）
　・小林　耕 様（近江八幡市）
　・山本元気 様（多賀町）

①爪に火をともす（つめにひをともす）
②親の心子知らず（おやのこころこしらず）
③病は気から（やまいはきから）
④千里の道も一歩から（せんりのみちもいっぽから）
⑤蛙の子は蛙（かえるのこはかえる）

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。また、広報紙に氏名が掲載されますので、ご了承
ください。なお、応募の締め切りは、11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 人間形成に大事なのは、家柄よりも育った環境の方だ。
② ほとんど助かる見込みのない危険な状態から、かろうじて助かる
事のたとえ。

③ いざという時のために普段から準備しておけば心配せずにすみ、
心安らかにしていられるということ。

④ 風流よりも実益、外観よりも実質を重んじることのたとえ。
⑤ わずかな物でも積もり積もれば山のように大きくなるということ。

ク イ ズ コ ー ナ ー

●クイズコーナー楽しませていただいています。（彦根市・男性）

●いつもいろいろお世話になり、ありがとうございます。県身協を毎回楽しみ
に拝読させていただいております。（東近江市・女性）

●全ページ楽しく見せていただいています。特に、今年はどんな事業がある
のかな？何に参加しようかな？と思うと心が躍ります。（日野町・男性）

●今年は是非、夏まつりに参加したいと思います。（大津市・女性）

●「夏まつり」の事が書かれてありました。まだ一度も行ったことがないので、
今年は是非行きたいと思っています。（長浜市・男性）

読者からの声！

次号（第115号、１月１日発行）に
伴う原稿締切日は11月20日（日）
とさせていただきますので、よろ
しくお願いします。

〒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　→　冷奴（ひややっこ）

　　　　　　　秋晴れの澄み切った青空が心地良い季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？
　障害者福祉センターでは、７月に一大行事の「第26回夏まつり」を開催しました。三日月知事にもお越しいただき、過去最
高となる、1,800人余りの多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終えることができました。この場を借りてお礼申し
上げます。
　今年は、ブラジルのリオデジャネイロで8月5日から21日まではオリンピック、9月7日から18日まではパラリンピック
が開催され、日本代表選手達の活躍に日本中が盛り上がりました。４年後の東京オリンピック・パラリンピックへ向け、国民
の関心や期待が高まったのではないでしょうか。
　さて、「滋賀県身協」（第114）号ができあがりましたのでお届けします。
　福祉協会では、11月6日に「第66回滋賀県身体障害者福祉大会」、11月下旬を中心に「障害者週間啓発・推進事業」を開催
するべく、準備を進めております。また、障害者福祉センターでも11月から12月にかけて「水泳記録会」、「障害者週間啓発イ
ベント」等の行事を開催します。皆様のお力添えをいただきながら、円滑な開催に向け、精一杯取り組んで参ります。
　これからの季節、冷え込みが厳しくなりますので、お身体にお気をつけください。

（編集子）


