
滋賀県立障害者福祉センターのご案内
個人利用時間　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
団体貸切利用時間　午前9時30分～午後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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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

～第28回 夏まつり～　平成30年7月22日（日）  県立障害者福祉センターにて

障害者週間啓発・推進事業、障害者理解を深めるための研修会 … 2
第６８回滋賀県身体障害者福祉大会　他 ………………… 3
共生社会づくりを目指すための条例の制定について、
県知事・県議会への申し入れ（障害者雇用）、要望報告　他 … 4
第６回青壮年部交流会、夏まつり模擬店出店報告　他 …… 5
各地域のがんばり日記、各地域・団体の活動報告　他 ……… 6
各種お知らせ　等 …………………………………………… 7
障害者福祉センターコーナー ………………………… ８～11
クイズコーナー・編集後記 ………………………………… 12
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地　域 実　施　場　所 実施期日 実施時間

大 津 市

アル・プラザ堅田 12月　2日（日） 10:00～ 12:00

西武大津店
Oh!Me大津テラス

12月　2日（日） 13:00～ 15:00

彦 根 市
愛知・犬上

フレンドマート稲枝店 12月　2日（日） 11:00～ 12:00

平和堂日夏店 12月　2日（日） 11:00～ 12:00

パリヤサンペディック 12月　2日（日） 11:00～ 12:00

ビバシティ彦根 12月　2日（日） 11:30～ 12:30

長 浜 市 イオン長浜店 11月18日（日） 　9:00～ 12:00

近江八幡市

JR近江八幡駅（北口・南口） 11月30日（金） 13:00～ 14:00

近江八幡市役所前 11月30日（金） 13:00～ 14:00

フレンドマート安土店 11月30日（金） 13:00～ 14:00

草 津 市
JR草津駅（西口・東口） 11月30日（金） 10:00～ 11:00

JR南草津駅（西口・東口） 11月30日（金） 10:00～ 11:00

守 山 市 モリーブ 12月　2日（日） 10:00～ 12:00

①【街頭啓発】平成30年11月18日（日）、25日（日）、30日（金）～12月２日（日）
　 県内ＪＲ等主要駅および大型商業施設等において、ポケットティッシュの配布と幟旗により啓発を行います。

【街頭啓発実施日時・場所一覧】

②【啓発イベント】
　 日時：平成30年12月８日（土）11：00～ 15：00
　 場所：イオンモール草津　セントラルコート
　 内容：・県イメージキャラクターとともにポケットティッシュの配布と幟旗による啓発。
　　　 　・滋賀県障害者社会参加推進協議会各構成団体のＰＲ
　　　　 ・点字や手話の体験、福祉用具の展示、競技用車椅子等の試乗体験　等

　「障害者週間」および「障害者差別解消法」を周知するため、ＪＲ等主要駅や大型商業施設等において啓発活動を
実施します。
　また、今年度はイオンモール草津にて啓発イベントを行います。障害者団体のＰＲ活動の他、点字や手話、競技
用車椅子の試乗体験等を予定しています。皆様のご参加をお待ちしています。

高 島 市
平和堂あどがわ店 11月30日（金） 11:00～ 12:00

平和堂今津店 11月30日（金） 11:00～ 12:00

栗 東 市
JR栗東駅（西口・東口） 11月25日（日） 16:00～ 18:00

アル・プラザ栗東 11月25日（日） 16:00～ 18:00

湖 南 市

平和堂石部店 12月　2日（日） 10:00～ 12:00

平和堂甲西中央店 12月　2日（日） 10:00～ 12:00

平和堂甲西店 12月　2日（日） 　9:30～ 12:00

甲 賀 市

JR貴生川駅（北口・南口） 11月30日（金） 　6:50～　7:50

信楽高原鐵道信楽駅 11月30日（金） 　7:00～　8:00

西友水口店 11月30日（金） 16:00～ 17:00

東 近 江 市
JR能登川駅（西口・東口） 11月30日（金） 　7:00～　8:00

西友八日市店 11月30日（金） 16:00～ 17:00

米 原 市 JR米原駅（西口・東口） 12月　1日（土） 　8:30～ 10:30

湖 　 東 フレンドマート日野店 12月　2日（日） 15:00～ 17:00

計27ヶ所

　障害のあるなしにかかわらず、だれもが大切にされる
共生社会について考えてみませんか？
　「障害者差別解消法」の周知を図るとともに、障害に対
する理解をさらに深めることを目的に研修会を開催し
ます。
　今年は、熊本学園大学教授・弁護士の東俊裕（ひがし 
としひろ）氏をお招きし、障害者差別解消法と災害時障
害者等に対する対応・対策についてお話しいただきま
す。実際に被災された熊本地震での体験や避難所等での
障害のある人への理解や配慮の不足といった課題等に
ついてもお話しいただきます。是非、皆様のご参加をお
待ちしています。
　詳細および申込みは、当協会までお問い合わせくだ
さい。

日　時：平成31年１月19日（土）13：30～ 15：30
場　所：滋賀県立男女共同参画センター（G-NETしが）大ホール
　　　（近江八幡市鷹飼町80－４）
対象者：一般県民
内　容：【講演】
　　　　「障害者差別解消法と災害時の対応・対策について」
　　　　（１）障害者差別解消法の概要について
　　　　（２）災害時障害者等に対する対応・対策について
　　　　　　　　　　　　～熊本地震での体験を通して～
　　　 【講師】
　　　　熊本学園大学教授・弁護士　　東　俊裕　氏
定　員：先着200人
参加費：無料
主　催：滋賀県、滋賀県障害者社会参加推進センター
後　援：近江八幡市、（福）近江八幡市社会福祉協議会

平成30年度障害者理解を深めるための研修会の開催

障害者週間啓発・推進事業の実施

お知らせ

協会からのお知らせ・報告

お知らせ
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第38回日身連近畿ブロック福祉大会
第20回日身連近畿ブロック身体障害者
　　　 相談員研修会

　今年度は、奈良県橿原市で開催され、滋賀県からは
役員や身体障害者相談員等合わせて約３５人が参加
予定です。
　内容は、次号（第123号）でご報告いたします。

　第68回滋賀県身体障害者福祉大会を長浜市において
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冨田
人形の上演と子供しゃぎりの演奏を予定しています。
　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、皆様のご参加をお待ちしております。

日　時：平成30年11月11日（日）　10時開会
場　所：長浜市立浅井文化ホール
　　　　（長浜市内保町2500）
主　催：（公財） 滋賀県身体障害者福祉協会
　　　 第68回滋賀県身体障害者福祉大会実行委員会
後　援：滋賀県・長浜市・米原市
　　　（福） 滋賀県社会福祉協議会
　　　（福） 長浜市社会福祉協議会
　　　（福） 米原市社会福祉協議会
運　営：第68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
　　　 ＊（公財） 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
　　　 ＊冨田人形共遊団による人形芝居の公演
　　　 ＊長浜曳山囃子保存会による囃子の演奏

第68回滋賀県身体障害者福祉大会の開催
お知らせ

お知らせ

　公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会第２期の評
議員について、次のとおり役員の変更があり、平成30
年６月20日付けでご就任いただきましたので、お知ら
せいたします。

公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
第2期 評議員の変更

（敬称略）

日　時：平成３０年１１月２０日（火）11時～15時
場　所：奈良県社会福祉総合センター ６階 大ホール
　　　　（奈良県橿原市大久保町320－11）
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

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：奈良県身体障害者福祉協会連合会
日　程：式典、議事、講演等

役　　職 氏　　名 地　域・団　体　名

評議員

北川　　　誠 愛知・犬上

伊吹　　　学 （福）滋賀県障害児協会

馬塲　八州男 （福）滋賀県社会福祉協議会

平成30年7月～9月事務局日誌
月　　日 会議・行事内容
7月　4日（水） 自民党滋賀県議会議員団要望

7月15日（日） 滋賀県身体障害者相談員研修会（彦根会場）

7月22日（日） 滋賀県立障害者福祉センター第28回夏まつり

7月27日（金） 日身連近畿ブロック連絡協議会団体長・事務局長会議

8月　4日（土）
会長表彰審査会

第4回三役会

8月12日（日） 第3回青壮年部役員会

8月18日（土）
第3回理事会

地域等組織活動活性化事業審査会

8月21日（火） 第68回滋賀県身体障害者福祉大会第2回実行委員会

9月　6日（木） 第2回滋賀県障害者社会参加推進協議会

9月14日（金） 県知事・県議会申し入れ（障害者雇用)

9月24日
　　（月・祝） 青壮年部地域交流会

公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会　第４期理事名簿 （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 𦚰　　眞澄 東  近  江
同 足立　　勲 高 　 　 島

常務理事 竹内　惠子 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 （平成30年6月20日から）

役　職 氏　名 地域・団体名
理　事 川嵜　千頼 栗　　　東
同 望月　惇二 湖　　　南
同 森井　　 登 甲　　　賀
同 松本　建司 湖　　　東
同 大西　孝雄 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 末益　友隆 （特非）滋賀県脳卒中者友の会　淡海の会
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　平成30年６月５日に、「障害者差別解消法の実効性の補完などを盛り込んだ共生社会づくりを目指すための条例
の骨格」が、滋賀県社会福祉審議会から知事へ答申されました。
　滋賀県では条例の制定に向けて広く県民の皆様のご意見をお聴きするため、８月から９月にかけて県内７か所で、
「検討している条例の内容について」、「条例検討専門分科
会委員等の登壇によるシンポジウム」、「意見交換」といっ
た内容のタウンミーティングが開催されました。
　今後は、条例に関するパブリックコメント（広く公に
意見・情報・改善案などを求める手続き）を行うととも
に、平成31年２月の定例会議への上程を目指して、条例
案の策定を進める予定とのことです。

障害者差別解消法の実効性の補完などを盛り込んだ共生社会づくりを目指すための条例について お知らせ

障害者差別解消法を知っていますか？
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合
理的配慮の提供」を求めています。そのことによっ
て、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目
指しています。

　県内の身体障害者相談員を対象とした研修会を６月
30日（土）に滋賀県立長寿社会福祉センターで、７月15
日（日）にひこね市文化プラザで開催し、合わせて約110
人の相談員の方々にご参加いただきました。
　いずれの会場も、最初に滋賀県健康医療福祉部障害福
祉課の清水潤係長による行政説明として、「県における
障害福祉施策」と題し、今年３月に一部改訂された滋賀
県障害者プランや平成30年度障害福祉課予算概要等に
ついて説明がありました。
　後段は、ＮＰＯ法人おおさか地域生活支援ネットワー
ク理事長の北野誠一氏から「障害者差別解消法と滋賀県
での条例検討の状況について」と題して、事例をもとに
差別や合理的配慮について説明していただくとともに、
条例策定に向けた進捗状況等についてお話しいただき
ました。
　参加者からは、「県の施策がわかった。」、「障害者の目
線で語ってくれて分かりやすかった。」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研修の
機会となりました。

　７月４日(水)に、自由民主党滋賀県議員団に対し、障害
者福祉の向上と法制度や施策の充実に向けて、重要性の
高い次の５項目について要望を行いました。
　　１．障害者差別解消法を補完する条例の早期制定と
　　　　体制の整備
　　２．災害時避難行動要支援者の実効性のある避難支
　　　　援体制の整備
　　３．安全に利用できる公共交通機関とまちづくりの
　　　　整備
　　４．障害者雇用の推進と職場環境の整備
　　５．第２４回全国障害者スポーツ大会における自由
　　　 参加種目の設置
　これからも、障害者施策の充実に向けて取り組んで参
りますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

　滋賀県において、障害者の雇用者数に不適切な取り扱
いがあったことが明らかになりました。
　当協会として、本来民間企業に率先垂範し障害者雇用
を行うべき行政機関で、そのようなことが行われていた
ことは、ゆゆしき問題ととらえ、今後このようなことのな
いよう、９月１４日(金)に滋賀県知事および滋賀県議会
議長に対し、障害者雇用の重要性の啓発と施策の充実を
申し入れました。

平成３０年度滋賀県身体障害者
相談員研修会

自由民主党滋賀県議会議員団への要望

県知事・県議会への申し入れ（障害者雇用） 報　　告

報　　告

報　　告

知事代理で西嶋副知事、川島県議会議長へ申入書を渡しました。
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　６月24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31人、岐阜県から37人が参加しました。今回は集合場所
をＪＲ彦根駅としたことで、長浜市や彦根市から初めて参加される方や久し
ぶりに参加される方が多くおられました。
　午前中は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館を見学し、30機を超す戦闘
機などの実機や小惑星に向け飛行を続ける探査機「はやぶさ２」の実物大模
型などを眺め、楽しんで交流を深めておられました。
　午後からは、各務原中央ライフデザインセンターに移動し、青壮年部でこ
れまで取り組んだことのない「ガラッキー」、「スカットボール」、「公式輪投
げ」の交流レクリエーションを楽しみました。参加者からは「色々なゲームで
頭も体も使い、良い交流の場でした。」、「３種類のレクリエーションはどれも
楽しくて、大変良かったです。」等の感想をいただき、好評のうちに終える事
ができました。

　青壮年部では、県立障害者福祉センターで7月22日（日）に開催された
「第28回夏まつり」に模擬店を出店しました。
　今年の夏まつりは、連日続いていた酷暑のため、屋内のみの開催となりま
した。模擬店コーナーは会議室に変更となり、お茶やスポーツドリンク等の
飲料水を販売しました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
　今後もより多くの方に青壮年部を知っていただき、気軽に参加していた
だけるよう頑張っていきます。皆様のご参加、ご協力をいただきますよう
お願いします。

　青壮年部の活動にご参加いただける方、
ご協力いただける方を募集しています！青
壮年部の主な事業は、滋賀県立障害者福祉
センターでの「夏まつり模擬店出店」や地
域等での「交流会の開催」、ふうせんバレー
ボール大会への参加といった「スポーツ活
動」を行っています。
　私たちと共に活動したい、事業に参加・協
力したいという方は、是非、当協会事務局ま
でお問い合わせください。

第６回青壮年部交流会

青壮年部夏まつり模擬店出店報告

報　　告

報　　告

青壮年部加入登録者青壮年部加入登録者
＆サポーター募集＆サポーター募集

入会金・年会費：無料入会金・年会費：無料

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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わが地域の「がんばり日記」

去る、８月４日（土）に彦根市障害者福祉センター多目的ホールでディスコン大会を開催しました。
ディスコンは、赤と青の表裏異色のディスク（円盤）を黄色のポイントを目指して投げ合う競技で、当更生会では

毎年ディスコン大会を開催しています。例年は７月に大会を開催していましたが、今年の７月は忙しく、８月に開催
したところ、連日の猛暑にも関わらず、年に一度の大会を楽しみにしておられた約20人の会員が参加されました。参
加者はそれぞれチームに別れてゲームを行い、戦略を練るチームや大きな声で応援を
するチームなど会員相互の交流を深めながら、和やかな雰囲気の中で和気あいあいと
楽しまれていました。参加者からは「作戦通りにはなかなか上手くいかなかった。」、「来
年の大会も参加しよう。」といった声があがり、盛会のうちに大会を終えることができ
ました。
今後も、会員の皆さんに楽しく参加していただける事業を開催できるよう頑張って
まいります。

８月28日（火）、暑さに負けず、31名が湖南市下田の「まるじ園」に毎年恒例のぶどう狩りに行きました。この行
事は障害者の親睦と交流を兼ねており、会員の皆様とご家族も一緒に参加され、ぶどう畑では「あの袋のぶどうが重
い。」、「こっちのぶどうは軽い。」といった声が飛び交う中、参加者は２袋ずつお土産の
ぶどうを選ばれました。
ぶどう狩りの後はカラオケを予定していましたが、大きな雷が鳴ったため、雨が降る

前に急いでバスに乗り込みました。帰り際に、まるじ園の方から「来年もおいしいぶどう
を食べに来てください。」と言っていただき、参加者全員でお礼を言いました。今後も、
連合会を活性化できるように頑張っていきましょう。

ディスコン大会

「ぶどう狩り」に行きました

彦根市身体障害者更生会

守山市身体障害者連合会

月　　日 主　　　催 会　議　・　行　事　内　容

8月　4日（土） 彦根市身体障害者更生会 ディスコン大会

8月25日（土） 滋賀県難病連絡協議会 第10回難病のつどい

8月26日（日） 滋賀県脊髄損傷者協会 第28回近畿車椅子ツインバスケットボールびわこ大会

8月28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16日（日） 滋賀県脊髄損傷者協会 第41回全国脊髄損傷者連合会 近畿東海ブロック会議滋賀県大会

各地域・団体の活動報告
（平成30年７月～９月）

　当協会では、広報「滋賀県身協」にて広告枠を設けております。
　広報「滋賀県身協」は、県内図書館や公民館、各市町障害福祉主管課および社会福祉協議会、福祉関係団体な
どに配布しており、毎号9000部を発行しています。
　県内の障害のある方を中心に、多くの方にお読みいただいている広報「滋賀県身協」に広告を載せてみませ
んか？詳しくは、下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先 TEL：077-565-4832　　FAX：077-564-7641
Email：info@kenshinkyo-shiga.com

広 告 大 募 集広 告 大 募 集
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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

　西日本豪雨災害支援金として、当福祉センターで開
催しました「第２８回夏まつり」および受付「義援金箱」
で皆様にご協力いただきました支援金を（福）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送
金させていただきました。
　ご協力いただいた皆様にお礼申し上げますととも
に、ご報告させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　 ●支援金：92,354円

　お住いの市町の会員になって、
親睦旅行やグラウンドゴルフ、卓
球などのスポーツ・レクリエー
ションに参加してみませんか？
　詳しい活動内容や入会案内は、
当協会事務局までお問い合わせく
ださい。

会員を募集しています!!会員を募集しています!!
「一緒に楽しみ、笑い、出掛けよう !!」

☆滋賀県内の各市町の障害者団体
 （身体障害者更（厚）生会等）では、
  新規会員を募集しています。

①会員の特典
　◆ＪＲ線を「片道、往復、連続」のいずれかで201km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
　　できるふつう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、女性は満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
　◆詳細およびお申込みにつきましては、当協会までご連
　　絡ください。

ＪＲジパング倶楽部特別会員制度への入会について

西日本豪雨災害支援金について

0120-39-7199
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障害者福祉センターコーナー

平成30年度 第５期スポーツ教室受講生募集
今年度の最後の教室募集です。みなさんふるってお申込みください！！

※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。

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

フライングディスク教室 障害のある人（中学生以上） 1月19日 13:30～14:30 土曜日 20人 6

リズムでダンス教室 知的障害者（中学生以上） 1月19日 15:00～16:00 土曜日 20人 6

※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：スポーツ教室　１１月２０日（火）～１２月９日（日）の正午まで。

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し込
みください。（1教室ごとに提出してください。）
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

　ダンス経験は問いません。リズムに合わせて体を動か
し、皆でダンスを楽しみましょう。

　全国障害者スポーツ大会
の種目でもあるフライング
ディスク。ディスクの投げ方
などフライングディスクの
基本を指導します。

リズムでダンス教室 フライングディスク教室

教室開催日
１月 19日・26日
２月 　9日・23日
３月 　9日・23日
計6回（土曜日）

教室開催日
1月 19日・26日
2月 　9日・23日
3月 　9日・23日
計6回（土曜日）

・ 回数を重ねるたびに、ノリノリでダンスがで
きるようになっていました。
・ 内容がわかりやすく、丁寧に関わってくださ
いました。

教室募集の詳細
は、当福祉センター
までお問い合わせ
ください。

小アリーナアリーナ

障害者週間啓発イベント　レッツイベント

日　時：平成30年12月16日（日）10:00～ 15:00 
場　所：当福祉センターアリーナ
対象者：障害のある人、ない人
内　容：びわこ学園医療福祉センター草津の協力によ
　　　　る、車椅子に乗る障害の重いこどもも大人も乗
　　　　れる移動機器体験ブース等

日　時：平成30年12月16日（日）10:00～ 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、ない人
内　容：びわこ学園医療福祉センター草津の協力によ
　　　　る、車椅子に乗る障害の重いこどもも大人も体
　　　　験できるスパイダー等

・ 子供が終始、笑顔だった。
・ 今後もっとこの機会を増や
して頂きたいです。自分の力
だけで動けたことに達成感
を感じたようです。

・ 普段使わないスパイダーで、
家族みんなが楽しめた。
・ 一人あたりの時間がゆっく
りあったので十分楽しめま
した。

前年度参加者の声 前年度参加者の声

前年度
参加者の声
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ケーキづくり教室 お正月生け花教室

・ おいしそうなケーキを上
手に作ることができまし
た。
・ 人とのコミュニケーショ
ンをとりながら仕上げる
ことができました。

・ 華やかな作品ができま
した。
・ これで良いお正月を迎
えることができます。
・ 楽しく生けることがで
きました。

　今年度は、「テイクアウトケーキ＆おしゃれカフェ」
として、持ち帰りのケーキをつくるだけでなく、お
しゃべりをして交流する場を設けています。皆様のお
申込みをお待ちしています。

　生け花の経験がある方もない方もご参加いただ
けます。生け花を飾って、華やかなお正月を迎えま
せんか？

日　　時：12月1日（土）14：00～ 17：00
会　　場：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
募集定員：先着18人
費　　用：受講料は無料
　　　　　ただし、教材費1,500円が必要です。
申込期間：10月20日（土）～11月11日（日）

日　　時：12月23日（日）13:30～ 15:00
会　　場：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
募集定員：15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：11月17日（土）～12月9日（日）

障害者週間啓発イベント清掃・交流会 チャレンジボッチャ教室

日　時：平成30年11月29日（木）
　　　　清　掃　　13：00～ 14：00
　　　　交流会　　14：15～ 15：30
会　場：福祉ゾーン一帯・当福祉センターアリーナ
対象者：当福祉センターおよび福祉ゾーンの施設
　　　　利用者および施設職員
内　容：福祉ゾーン一帯の清掃活動・交流会

開催時間：13：30～ 15：30
場　　所：当福祉センター　アリーナ
対 象 者：①障害のある人　②障害のない人
募集定員：２５人程度
費　　用：①の人は無料
　　　　　②の人は別途施設使用料が必要
申込方法：事前の申込みはいりません。開催日の
　　　　　開催時間に当福祉センターアリーナに
　　　　　お越しください。

障害者週間の啓発の一環として、障害のある人
もない人も共に清掃活動を行うとともにレクリ
エーションスポーツで交流を深めましょう！

どなたでも自由に参加していただけます。パラ
リンピック種目であるボッチャを体験してみま
せんか？

・ 皆で一緒に清掃
ができて良かっ
た。
・ 歩道がきれいに
なって気持ちよ
かった。

前年度
参加者の声

前年度参加者の声 前回の参加者の声

障害者福祉センターコーナー

教室開催日

10月26日（金） １月25日（金）

11月23日（金・祝） ２月22日（金）

12月21日（金） ３月15日（金）
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第28回夏まつり　共に生きる～出会いでつながる心と笑顔～

～夏まつりの様子～

第２８回夏まつりは、テーマを「共に生きる～出会いでつながる心と笑顔～」とし、夏まつりを通して、新たな出会いや再
会など様々な出会いにより、多くの参加者の心がつながり、笑顔になれる、そのような夏まつりにできればという思いを込
めて７月２２日(日)に開催しました。酷暑のため、屋内のみの開催となりましたが、玉川ウインドオーケストラのマーチング
で幕を開け、フラダンスや和太鼓演奏、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1600人近くの多くの方々に楽しい１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

「縁日　スーパーボールすくい」
　縁日コーナーの一つとして、スーパー
ボールすくいを実施しました。大小様々な
色とりどりのスーパーボールをすくい、一
喜一憂する中で自然と笑顔が出るような
楽しい時間を過ごしていただきました。

「近隣施設作品展示」
　当福祉センターの近隣施設にあたる、
精神医療センター、びわこ学園、むれやま
荘からそれぞれ個性を活かした作品を展
示していただきました。

「縁日　魚つり」
　縁日コーナーの一つとして、牛乳
パックで作った魚をフックのついた竿
で釣り上げる魚つりを実施しました。
行列ができる程の大盛況でした。

「大抽選会」
　ドキドキワクワクの大抽選会。ア
リーナに入りきれなくなるほどの多く
の方々にご参加いただき、自分の番号
が呼ばれるのを祈る場面もありまし
た。

「エコ風船」
　参加者の想いと願いを色とりどりの
エコ風船に書き込み、フィナーレで大
空へ飛ばしました。今年は、甲賀市まで
飛び、心温まるメッセージをいただき
ました。

「近江和太鼓団「巴」
　　　　　　～ uzumaki ～」

　心と体に響く迫力ある和太鼓演奏
に、会場の皆様が楽しく心躍るような
雰囲気になりました。

「縁日　ストラックアウト」
　縁日コーナーの一つとして、狙いを
定め、９枚の的めがけてボールを投げ
るストラックアウトを実施しました。
的を射抜く度に周りから歓声があがっ
ていました。

「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。
迫力のある演奏、そして聞き覚えのあ
る曲の演奏と歌により、会場が一体と
なって楽しむ姿が見られました。

「マカナニフラスタジオ」
　華やかなフラダンスに会場の皆様が
暑さを忘れて、楽しいひとときを過ご
すことができました。
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音楽会（ロビーコンサート）を開催しました

８月２３日（木）に当福祉センター多目的ホールで「音楽
会（ロビーコンサート）」を開催し、県内各地から６１名の
方々に参加いただきました。
「世界の楽器の演奏会、演奏体験会」と題し、西アフリカの
楽器“アサラト”のみで構成されたパフォーマンス集団“鴨
印（かもじるし）”の田邉響氏をお招きしました。約３０種類
の大小さまざまな世界の楽器や民族楽器をお持ちいただ
き、参加された方々は、普段なかなか見ることのできない楽
器や演奏に耳を傾けていました。
特に楽器の紹介では、世界地図を見ながら楽器について
の説明や各国と日本の音楽文化の違いについての話をさ
れ、参加者からは多くの質問が出るなど興味深い様子が伺
えました。
また実際に楽器を触ったり、音を鳴らしたりしながら楽
しまれ、盛況のうちに終えることができました。

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30年度 障害者福祉センター運営協議会

ダウン症世界水泳選手権2018

　８月29日(水)に平成30年度滋賀県立障害者福祉
センター運営協議会を開催しました。前年度の事業
と今年度の事業計画を報告し、また委員の皆様から
は、災害時の避難計画や福祉避難所の考え方等につ
いて質問が出されました。いただいたご意見等を踏
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。

　センター開設から29年経過し、高圧ケーブルが経
年劣化していることから、11月中旬に改修工事を予
定しています。工事には停電を伴うため、１日間の臨
時休業をさせていただきます。
　ご利用の皆様には御迷惑をおかけしますが、御理解
と御了承をお願いします。なお、詳細につきましては
当センターまでお問い合わせください。

　7月21日（土）から26日（木）までカナダのノバス
コシア州トルーローで開催された「ダウン症世界水泳
選手権2018」に当福祉センター主催の水泳選手育成
教室受講者の藤本陽
選手が日本代表とし
て出場されました。自
由形、平泳ぎ、個人メ
ドレー等、合計7種目
に出場し、銀メダル2
個、銅メダル4個の合
計6個のメダルを獲得
されました。さらに、
2種目で自己新記録を
出すなど大健闘され
ました。

手作り体験教室を開催しました

高圧ケーブル工事にかかる臨時休業について

・ＬＥＤの勉強もさせて
いただいたし、素敵なラ
ンプが作れました。
・とてもいい体験ができ
ました。
・きれいなランプに満足
です。大切に使います。

　6月30日(土)に当福祉センター会議室にて手作り体
験教室を開催しました。
　パナソニック(株)エコソリューションズ社様にご協力
をいただき、ＬＥＤのあかりの仕組みを学びながら自分
だけのオリジナルランプを作りました。
　教室の最後には、部屋の電気を落とした中で参加者全
員が完成したランプを点灯すると、いろいろな光の色の
作品が幻想的に浮かび上がり、歓声があがりました。

参加者の声

・あまり知らなかっ
た楽器を見ること
ができました。
・色々な楽器を体験
できました。
・もっと演奏が聴き
たかったです。

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

次号（第123号、1月1日発行）に
伴う原稿締切日は11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）～（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：39通）
　・田中 市郎 様　（近江八幡市）
　・青木 成治 様　（湖南市）
　・田中 弥壽子 様　（大津市）

①六十の手習い（ろくじゅうのてならい）
②骨折り損のくたびれもうけ（ほねおりぞんのくたびれもうけ）
③馬の耳に念仏（うまのみみにねんぶつ）
④弘法も筆のあやまり（こうぼうもふでのあやまり）
⑤論より証拠（ろんよりしょうこ）

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、広報誌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。

〒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

①おなじ出来事でも考え方次第でよくも悪くもなるという
こと。

②我慢の限界を超えて、怒りが爆発することのたとえ。
③子どもがかわいかったら、辛い旅の経験をさせて世の中
の苦労を体験させるのがよいということ。

④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。

⑤人に知られずに、陰で努力・苦労していること。また、その人。

ク イ ズ コ ー ナ ー

　　　　　　　　　　　今夏は、台風や地震などによる甚大な被害が全国各地で発生しましたが、皆様はお怪我などなくご無事
だったでしょうか？
　さて、「滋賀県身協」（第１２２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月に「第６８回滋賀県身体障害者福祉大会」を長浜市で開催し、１１月下旬から１２月上旬を中心に「障
害者週間啓発・推進事業」を開催するなど、皆様にご協力いただく行事が続きます。また、障害者福祉センターでも１１月から
１２月にかけて「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。
　次号（第１２３号）の広報誌は、来年１月１日（火）に新年号として発行します。
　時節柄ご自愛ください。

読者の皆様からの写真や俳句、川柳などを募集しています。投稿いただいた
作品の中から、次号以降の「滋賀県身協」に掲載させていただきます。氏名、
作品名を添えてお送りください。皆様の投稿をお待ちしています。
　※応募作品は返却いたしませんので、ご了承ください。

　応募先：〒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　県身協投稿の係　まで

投稿俳句

作品名：
「猫」

投稿者：
大堀　美代

●「わが地域のがんばり日記」を読んで、より多くの方が表彰されることを望みます。（彦根市・女性）
●福祉センターコーナーなどの案内をよく見させていただいています。（東近江市・男性）
●身障になって間もなく２０年経ちます。県身協は必ず読ませていただいておりま
す。ずっとずっと続けてください（長浜市・女性）

●広報「県身協」を読ませていただき、いろいろな活動をされている事など知るこ
とができて嬉しいです。私も身体障害者です。できることを見つけてできる範囲
で取り組んでいます。（大津市・女性）

●いつも県身協を読ませてもらってます。クイズコーナーが楽しみでやっています
が、なかなか解けないのですが今回初めて解けたので嬉しくてハガキを出しまし
た。（東近江市・女性）

＊前回のクイズの答え　→　地蔵盆（じぞうぼん）

①
②
③
④
⑤

も の （A） が よ

か（B） ん ぶ お き る

わ い （C）に た を よ

（D） の み ね ぶ つ

え し の（E） ら ち

読者からの投稿コーナー

読者からの声！

縞
と
三
毛

尻
尾
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り
ふ
り
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