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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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公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会
第２期理事名簿

第34回 日本身体障害者団体連合会
近畿ブロック福祉大会

　障害者施策をめぐる状況が大きな転換期にある中、ノー
マライゼーションの理念である完全参加と平等を促進す
るため、ともに力を合わせて当面する諸課題に取り組み、
身体障害者福祉の向上を図ることを目的として、近畿府
県・政令指定都市の身体障害者団体の代表者ならびに関係
者が一堂に会し近畿ブロック福祉大会が開催されます。

日　時 ： 10月21日（火） 午前11時から
（受付10時から）

場　所 ： 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）
（大阪府堺市南区茶山台1丁目8－1）

主　催 ： 社会福祉法人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 ： 一般財団法人大阪府身体障害者福祉協会
後　援 ： 大阪府
参加者 ： 近畿ブロック各府県および政令指定都市

身体障害者団体の代表者および身体障害者
相談員 約500人

日　程 ： 式典
大会宣言（案）、大会決議（案）提案等

　障害者自らが当面する諸問題の解決と更なる福祉の
増進を期して、それぞれの「思い」と「願い」を結集し、そ
れを内外にアピールするとともに、その実現を目指し
て、「第64回滋賀県身体障害者福祉大会」を開催します。
この大会に多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日　時 ： 10月25日（土）午前10時から
場　所 ： 草津市立総合体育館

（草津市下笠町161番地）
主　催 ： 公益財団法人 滋賀県身体障害者福祉協会

第64回滋賀県身体障害者福祉大会実行委員会
後　援 ： 滋賀県・草津市・守山市・栗東市・野洲市

（社福）滋賀県社会福祉協議会
（社福）草津市社会福祉協議会
（社福）守山市社会福祉協議会
（社福）栗東市社会福祉協議会
（社福）野洲市社会福祉協議会

運　営 ： 第64回滋賀県身体障害者福祉大会実行委員会
日　程 ： 式典【知事表彰・会長表彰】

大会宣言（案）提案、大会決議（案）提案
草津市身体障害者更生会設立60周年記念協賛 講演

　全国相談員連絡協議会にもとづき地域ブロックレベ
ルでの連絡協議会の設立を推進し、相談員の資質向上、
活動の振興発展をめざし、その活性化を図ることを目的
として、近畿ブロック身体障害者相談員研修会が開催さ
れます。

日　時 ： 10月21日（火）午後１時から
場　所 ： 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

（大阪府堺市南区茶山台１丁目８－１）
主　催 ： 社会福祉法人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 ： 一般社団法人大阪府身体障害者福祉協会
後　援 ： 厚生労働省・大阪府
参加者 ： 日本身体障害者団体連合会加盟の近畿ブロック

各府県内および政令指定都市の身体障害者相談員
約500人

日　程 ： 講演等

第64回滋賀県身体障害者福祉大会 第16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

協 会 か ら の お 知 ら せ・報 告

平成26年6月24日現在

（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 乾澤　正和 大　津
同 藤本　俊治 甲　賀

常務理事 山脇　　治 滋賀県立障害者福祉センター
理　事 酒井　なつ 長　浜
同 村井　正彦 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 織田　繁雄 野　洲
同 井田　裕司 湖　南　
同 足立　　勲 高　島
同 脇　　眞澄 東近江
同 松本　建司 湖　東
同 小林　信征 愛知・犬上

同 大橋　　博 社会福祉法人
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 特定非営利活動法人
滋賀県難病連絡協議会

同 小野　剛儀 特定非営利活動法人
脳卒中者友の会「淡海の会」
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<目　　的>
　障害の有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮ら
せる社会づくりへ向けて、関係団体・機関の協力の下に、障害
者の多種多様な需要の把握から対応までを一本化し、障害者
自らによる諸種の社会参加促進施策ならびに障害者の地域に
おける自立生活と社会参加を推進します。
　このため、身体障害者、知的障害者および精神障害者など当
事者団体および関係団体・機関による社会参加推進協議会を
設置して、各種の障害者の要望と総意に基づく社会参加促進
施策の体系的、効果・効率的な推進を図ります。
　また、その機能の強化・拡充を図り、各障害者団体等の連携
を密にしながら各種事業を行うこととします。
<事業内容>
（1）　障害者社会参加推進協議会の開催
（2）　障害者理解を深めるための研修会等の開催
（3）　「障害者週間」推進・啓発事業の実施

◎日　時 :11月28日（金）～ 30日（日）を中心に 地域    
　　　　の事情等により設定

◎場　所 : 昨年と同様に県内主要駅・大型商業施設
（4）　障害者による書道・写真全国障害者コンテストの作

品募集
（5）　「滋賀県障害者社会参加推進センター」ホームペー

ジの充実
（6）　「中央障害者社会参加推進センター」担当者会議等へ

の積極的参加
（7）　その他障害者の社会参加推進のために必要な事業・

事務の実施

　6月21日（土）ひこね市文化プラザメッセホール、6月28日
（土）当福祉センターにおいて、「平成26年度滋賀県身体障害者
相談員研修会」を開催しました。
　昨年度に引き続き、今年の研修会も会場を2カ所に分けた
ことで、約150人の相談員の方々にご参加いただきました。
　いずれの会場も第1部では、滋賀県健康医療福祉部主幹・
清水敏行氏から障害者福祉の動き等について「障害者総合
支援法の概要」や「児童福祉法の一部改正の概要」、「（仮称）障
害者福祉しがプランの策定」等の説明をいただき、法制度や
支援の環境について新たな情報を得ることができました。
　続く第2部では、大津市身体障害者相談員・松浦勝彦氏

　8月6日（水）当福祉センターにおいて、「平成26年度第1回滋賀県障害者社会参加推進協議会」を開催しました。
　最初に、任期満了に伴う役員の選出があり、前年度に引き続き、滋賀県腎臓病患者福祉協会の青木隆三委員が新会長に、滋賀県手
をつなぐ育成会の東富夫委員が新副会長に選出されました。
　続いて、構成団体の組織変更等による名称変更に伴う「設置運営要綱の改正」が承認されました。また、「平成25年度事業報告および
決算」、「平成26年度事業計画と予算」の議題については、質疑応答の後、全て承認されました。
　最後に22の構成団体が、互いに理解を深めて協力するために、それぞれ現状や今年度の主要事業等についての情報交換を積極
的におこないました。

平成26年度　滋賀県身体障害者相談員研修会

平成26年度　第１回滋賀県障害者社会参加推進協議会

から「相談活動を通して」と題して、自らが相談員として活
動する際に視覚障害者の立場で心掛けていることや活動
を通して感じていること等お話いただきました。受講者の
方々は、松浦さんが実
際にどのように相談
活動をされているの
か等メモを取るなど
して、今後の相談活動
に役立てられるよう
熱心に聴かれていま
した。

平成26年度滋賀県障害者
社会参加推進センター事業計画書 役職名 委員氏名 所属団体名

会　長 青木　隆三 （公社）滋賀県腎臓病患者福祉協会
副会長 東　　富夫 （公社）滋賀県手をつなぐ育成会
委　員 大橋　　博 （社福）滋賀県視覚障害者福祉協会
委　員 田邊理恵子 （一社）滋賀県ろうあ協会
委　員 乗光　秀明 （社福）滋賀県障害児協会
委　員 前野　　奨 （NPO法人）滋賀県脊髄損傷者協会
委　員 長田由美子 滋賀県中途失聴難聴者協会
委　員 奥村　隆明 滋賀県障害者スポーツ協会
委　員 谷口　良雄 （公社）日本オストミー協会滋賀県支部
委　員 小西　勝彦 滋賀湖声会
委　員 （団体で調整中）（社福）グロー
委　員 平　　芳典 （社福）滋賀県社会福祉協議会
委　員 植松　潤治 滋賀県障害児・者と父母の会連合会
委　員 木下　　博 （社福）滋賀県聴覚障害者福祉協会

委　員 曽根　　博 （NPO法人）滋賀県精神障害者家
族会連合会

委　員 楢林理一郎 滋賀県精神保健福祉協会
委　員 橋本　芳邦 滋賀県断酒同友会
委　員 駒阪　博康 （NPO法人）滋賀県難病連絡協議会

委　員 宮路　満英 （NPO法人）滋賀県脳卒中者友の会
淡海の会

委　員 脇阪　恭明 （NPO法人）JDDネット滋賀
委　員 奥山　光一 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課
委　員 中村　裕次 （公財）滋賀県身体障害者福祉協会

平成26年度滋賀県障害者社会参加推進協議会委員名簿

報 告

報 告
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青 壮 年 部 か ら の お 知 ら せ・報 告

7月6日（日）に第2回青壮年部交流会を開催しました。
昨年度から名称をこれまでの「青年部」から「青壮年
部」と改め、より多くの方に参加していただけるよう新
しい一歩を踏み出したところ、個人やご夫婦、お友達同
士での申込みをいただき、43人の参加がありました。
今年は、「おいしく・たのしく・べんきょうに」～
みんなの笑顔をみたいから～をテーマに、みんなで一緒
に出掛けようと、バス1台で京都テルサ、おたべ本館を
訪れました。
午前は、京都テルサにて平成25年度事業報告と平成

26年度事業計画の説明後、青壮年部役員から体験談や更
（厚）生会での活動等についての話がありました。また、そ
の後の昼食では、お弁当を囲みながら、参加者同士和気あ
いあいと話もはずみ、交流を深められていました。
午後は、おたべ本館にて京都銘菓「おたべ（生八つ橋）」
の手づくり体験です。参加者は各自が「おたべ」の生地を
作って蒸し、生地が蒸しあがると用意された「自家製餡」
を生地に詰めておなじみの三角形のおたべになるまでつ
くりあげました。生地を蒸している間に製造工場の見学
とできたてのおたべの試食ができました。体験後は、それ
ぞれが手づくりしたおたべの大きさや形を比べながら、
より一層の交流を深めていただくことができました。

開始直後の大雨にも負けず、ポップコーンと飲み物を販売し、青壮年部の存在を広くPRするべくみんなで力を合わせ
て頑張りました。
今後も、もっと多くの方に知っていただき、気軽に参加していただける青壮年部を目指し活動していきます。
興味のある方、お手伝いをしていただける方は、是非福祉協会事務局までご連絡ください。皆様のご参加、ご協力をお
待ちしています！

第２回青壮年部交流会

７月27日（日）に開催された当福祉センター「夏まつり」において、
青壮年部として模擬店を出店しました

平成26年度　青壮年部執行部役員名簿

役　　職 氏　名

部　長 原　　 陽一

副部長 長谷川 綱雄

副部長 鈴木　 一茂

副部長 小辰　 一人

事業部長 太田 千恵子

女子部長 高野　 正子

事業補佐 井之口 繁幸

大岡　 　剛

河合　 進一

岸本　 和明

堀井　 　晃

大矢　　進 

川端 まどか

野田　 和義

中西　 信樹

交流会：総会 交流会：おたべ手づくり体験 夏まつり模擬店出店
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月　　日 主　催 行　事　内　容
6月26日（木）草津市身体障

害者更生会
第5回草津市身体障害者
更生会組織検討委員会

7月6日（日） 高島市身体障
害者更生会

第36回高島市身体障
害者スポーツ大会

9月20日（土）大津市身体障
害者更生会

第42回大津市身体障
害者更生会運動会

7月9日（水）に第1回南部地域サロン、8月19日（火）
に第2回北部地域サロンを開催しました。出前講座とし
て大津市法務局の専門官に「成年後見制度」と「遺産相
続」の2つのテーマで講演をしていただきました。近年、
会員も高齢化が進み、認知症になる方も増加する傾向に
あるため、早めに成年後見制度について熟知しておく必
要性を考えてのことです。
また、終活時期を迎える人達は、財産や遺言に対して
どの様なことに注意し、子ども達にはどのように伝えて
おくのが良いのか等についても指導をいただきました。
特に注目したのは、今の内に任意後見人をもうけてお

く、任意後見制度でした。
設定と登録には、公証人役場や家庭裁判所が係わり、
最終的には法務局で登録します。
我々は、ややもすると法律に弱いので、できるだけ法
務局で説明と指導を受けることをおすすめします。

6月15日（日）に県立解放県民センター「光荘」にて、
更生会会員146名、来賓28名を迎えて、更生会福祉大
会を開催致しました。
式典の部では、お忙しい公務の中をご臨席賜りました
川端元総務大臣、伊藤大津市副市長を始め多くの来賓者
から御祝辞を賜り、福祉大会に華を添えて頂きました。
更生会会長から更生会に功労のあった、滋賀支部の北
村範雄様、晴嵐支部の澤良一様、そして自立更生者とし
て努力された、晴嵐支部の川那邉格様、坂本支部の村上
阿子様に表彰状が授与されました。さらに第14回全国
障害者スポーツ大会に滋賀県代表として出場される9
名の方に,大津市長、更生会会長から激励金が渡されま
した。代表の鈴木昭夫様からは、お礼の言葉が述べられ
ました。
2部の議事では、平成25年度の事業経過報告と事業
決算報告、および平成26年度事業計画と事業予算が承
認され、そして大会宣言、大会決議、大会スローガンが満
場一致で採択され、速やかに大津市始め関係部署に対し
て要望活動を行う事が表明されました。
続いて午後からは、大津市危機・防災対策課の堀井弘
行氏を迎え、昨年9月16日に日本を襲い、大津市各地に
多大な被害をおよぼし多くの住民が被災された台風18
号について、その時の状況とその対応および今後の個別
自主防災体制について講演をしていただきました。「自
然災害の恐ろしさを実感し、その体験を活かして今後の
各学区の個別自主防災対策に活かしていく」との力強い
メッセージをいただきました。
最後の全員に当たる福引きを行い、今年の福祉大会を
有意義の内に終了し、来年の再会を誓い合いました。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から、
はや三年半が経ちました。時の経過とともに、日常を
取り戻すことができている方も多い反面、まだまだ
困難な状況の中、復興への長い道のりを必死で頑張
っておられる方がたくさんおられます。
被災された私たちの仲間である障害者の方々への
支援と今後の復旧・復興の一助となるよう、当協会・
福祉センターでは、昨年に引き続き募金箱を設置し、
義援金を募ってまいりました。
前回、昨年9月末日以降に皆様からいただいた義援
金と7月27日に開催しました夏まつりに出店してい
ただいた団体からの出店料の一部をあわせて金額は
103,456円となりました。
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。

義援金金額【平成26年8月末】　　　　103,456円
●障害者福祉センター夏まつり　　　　81,070円
●障害者福祉センター設置分　　　　　22,386円

「東日本大震災」義援金について

各地域・団体の活動報告

わが地域の「がんばり日記」
平成２６年度　第１回南部，第２回北部サロンの開催

大津市身体障害者更生会
第６４回　大津市身体障害者更生会福祉大会の開催

大津市身体障害者更生会
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臨 時 給 付 金
　４月からの消費税率の引き上げによる負担を緩和するため、臨時的な措置として次の臨時給付金が設け
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。

［基礎年金、児童扶養手当、
　　　　　特別障害者手当などの受給者］

１人につき１万円
下記の方々には5千円が
加算され1万5千円

臨時福祉給付金（概要）

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26年1月1日にお住まいであった市町

子育て世帯
臨時特例給付金（概要）

平成26年1月分の児童手当を受けている
子育て世帯の方々

平成26年度分の住民税が課税されてい
ない方々

児童手当の対象となる児童
（※）１人につき１万円

○支給対象者

○支給額

○支給対象者

○支給額

※課税されている方の扶養親族や生活保護受給者
は除きます。

※平成25年の所得が制限額以上の方は除きます

※臨時福祉給付金や生活保護を受けている児童
は除きます。

◎制度について：厚生労働省
　0570-037-192

◎申請について：各市町
　申請先は平成26年1月1日時点で住民票のある市町です。

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金
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26年7月16日 平成27年　1月15日 平成26年7月16日 平成27年　1月15日
彦   根   市 平成26年7月16日 平成26年10月16日 平成26年7月16日 平成26年10月16日
長   浜   市 平成26年7月　1日 平成26年　1月　5日 平成26年7月　1日 平成27年　1月　5日
近江八幡市 平成26年8月18日 平成26年11月28日 平成26年7月15日 平成26年10月31日
草   津   市 平成26年8月　5日 平成27年　1月　5日 平成26年8月　5日 平成27年　1月　5日
守   山   市 平成26年7月22日 平成26年10月31日 平成26年7月22日 平成26年10月31日
栗   東   市 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日 平成26年6月　2日 平成26年　9月　2日
甲   賀   市 平成26年7月14日 平成26年12月19日 平成26年8月18日 平成26年12月19日
野   洲   市 平成26年8月　1日 平成27年　2月　2日 平成26年8月　1日 平成27年　2月　2日

湖   南   市 平成26年6月　2日 平成26年　8月29日
（詳細は湖南市まで） 平成26年6月　2日 平成26年　8月29日

（詳細は湖南市まで）
高   島   市 平成26年7月16日 平成27年　1月16日 平成26年7月16日 平成27年　1月16日
東 近 江 市 平成26年7月　7日 平成26年10月31日 平成26年8月　4日 平成26年11月　4日
米   原   市 平成26年7月15日 平成26年12月26日 平成26年7月15日 平成26年12月26日
日   野   町 平成26年8月　4日 平成26年11月　4日 平成26年8月　8日 平成26年11月10日
竜   王   町 平成26年7月15日 平成26年10月15日 平成26年7月15日 平成26年10月15日
愛   荘   町 平成26年7月15日 平成26年10月14日 平成26年7月15日 平成26年10月14日
豊   郷   町 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日
甲   良   町 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日 平成26年6月　2日 平成26年10月31日
多   賀   町 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日 平成26年8月　1日 平成26年11月　4日

についての
　　　お知らせ

※厚生労働省臨時給付金のお知らせホームページ（http://www.2kyufu.jp/）より抜粋したものです。
　なお、湖南市については、下記までお問い合わせ下さい。
　社会福祉課（臨時福祉給付金）  電話0748-71-2359　　子育て支援課（子育て世帯臨時特例給付金）  電話0748-71-2328

お 問 い
合わせ先
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振り込め詐欺に注意!!
オレオレ詐欺、還付金詐欺が急増

すぐに振り込まず、まず事実の確認と相談を!!

JRジパング倶楽部入会について

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

平成26年7月～9月事務局日誌
月　　日 会議・行事内容

7月 6日（日） 青壮年部交流会

7月12日（土） 第24回夏まつり第3回実行委員会

7月15日（火） 滋賀県議会体育振興・健康づくり対策特別委員会・県民参画委員会

7月22日（火） 地域でつながるスポーツの輪推進事業第2回実行委員会

7月27日（日） 第24回滋賀県立障害者福祉センター夏まつり青壮年部夏まつり模擬店出店

7月29日（火） 近畿ブロック連絡協議会団体長・事務長会議

7月30日（水） 滋賀県立障害者福祉センター運営協議会

8月 6日（水） 第1回滋賀県障害者社会参加推進協議会

8月 9日(土) 第3回三役会
会長表彰審査委員会

8月21日（木） 滋賀県身体障害者福祉大会第2回実行委員会

8月23日（土） 第3回理事会

8月27日（水） 地域でつながるスポーツの輪推進事業第3回実行委員会

9月13日(土） 第25回夏まつり第1回実行委員会

9月19日（金）
第４回三役会
第1回組織活性化部会
第1回組織活性化事業審査委員会
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障害者福祉センターコーナー

障害のある人もない人も !! 地域でつながるスポーツフェスタ２０１４
～はじめよう　たのしもう　つながろう～

みんなで楽しもう！　第31回　水 泳 記 録 会！！

障害者週間　感謝のつどい
【感謝のつどい】
日　時：11月30日（日）
　　　　13:00～ 16:30
場　所：当福祉センター
　　　　アリーナほか
対象者：障害のある人
　　　 障害のない人
内　容：ステージ
　　　 体験コーナー
　　　 作品展示

【清掃・防災訓練】
日　時：12月 4日（木）
　　　 13:00～ 15:30
場　所：当福祉センター
　　 　福祉ゾーン一帯
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・防災訓練

　様々なスポーツ体験コーナーでの体験やパラリンピック等出場選手とのふれあいを楽
しんでいただけます。長浜市民体育館で多くの方の参加をお待ちしています！
　※参加費無料・手話対応あり（特別警報・暴風警報発令時は中止となります）

地域でつながるスポーツの輪推進事業
障がいの有無に関わらずスポーツを通して共に楽しみ、交流を深めよう！！

　水が好きな方や楽しく交流を深めたい
方、普段のプールでは体験できない水中
レクリエーションに出場してみません
か？また、健康維持や趣味で水泳に取り
組まれている方、自己記録の更新を目指
されている方は日頃の練習の成果を発揮
する機会として記録会にチャレンジして
みませんか？
　当福祉センターの記録会には、参加者一
人ひとりが自然と出場者を応援し合う温
かな雰囲気があります。そんな記録会に出
場して一緒に水泳を楽しみましょう！
　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日　時：11月16日（日）1部   9:30～ 12:00
　　　　　　　　　　　2部 13:00～ 16:30
場　所：当福祉センタープール
対象者：障害のある人・障害のない人
定　員：第1部先着40人
　　　（障害のない人は最大20人まで）
　　　 第2部先着80人
　　　（障害のない人は最大30人まで）
内　容：第1部水中チャレンジ！
　　　 第2部記録会
＊第2部では全員リレーも予定しています＊
費　用：無料

事業案内

日時 11月24日（月・振休）　10:00～ 15:00
場所 長浜市民体育館 （長浜市宮司町1203）
オープニングイベント よさこい鳴子踊り演舞　「花びより～あかさたな～」

スポーツ体験種目

フライングディスク、ビームライフル、ボッチャ、ふうせんバ
レーボール、卓球、ラージボール卓球、サウンドテーブルテニ
ス、シッティングバレーボール、カローリング、ユニカール、ス
マイルボーリング、バドミントン、エアロビクス、スポーツ吹矢
等

湖国のパラリンピック等
出場選手によるデモンス
トレーションとふれあい

・シッティングバレーボール
　田中浩二選手　　（シドニー・アテネ・北京大会出場）
　　　　　　　　　（アジアパラリンピック2014出場）
　棚橋ゆかり選手　（アジアパラリンピック2014出場）
・バドミントン
　江上陽子選手　　（2013世界障害者バドミントン
　　　　　　　　　　選手権大会出場 3位入賞）

ロンドンパラリン
ピック

ロンドンパラリン
ピック

メダリスト　木村
敬一選手出場

メダリスト　木村
敬一選手出場！！！！
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　グラウンドゴルフ大会を開催します！初
代チャンピオンになるのは、今見ているあな
たかもしれません！ぜひご参加ください！

日　時：11月9日（日）　13:00～ 15:30
場　所：精神医療センターグラウンド
　　　　（雨天時は、当福祉センターアリーナ）
対象者：障害のある人・障害のない人
定　員：先着40人（障害のない人は最大15
　　　 人まで）
費　用：無料
申込期間：10月1日（水）～11月2日（日）

みんなで楽しくクリスマスケーキをつくりましょう！

日　時：12月6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：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。
受付期間：11月1日（土）～
　　　　　11月16日（日）

　どなたでも自由に参加していただけます。通常の映画
館では、鑑賞の機会が少ない障害をお持ちの方や車椅子
の方も鑑賞していただけますので、お友達やご家族をお
誘いあわせのうえ、お越しください。
日　時：12月23日（火・祝）
　　　　<1回目>　10:10～ 12:00
　　　　ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE　
　　　　<2回目>　13:10～ 15:00
　　　　アナと雪の女王

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
費　用：無料（当日入場自由）

　「体力に自信はありますか。運動はしていますか」自分の体力を
知って運動習慣を身につけ、体力の保持に努めませんか。測定後に
は測定結果による理学療法士からのアドバイスがあります。自分
の体力を知るチャンスです。ぜひご参加ください。

日　時：10月29日（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：先着30人
費　用：無料
申込期間：10月1日（水）～10月29日（水）

第 四 期 ス ポ ー ツ 教 室 受 講 生 募 集
新規教室「体の使い方（ジュニア）教室」と「アーチェリー教室」、おなじみの「チャレンジ教室」。

ふるってお申込ください！
※先着順ではありませんので、申込期間内にお申し込みください。

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

体の使い方（ジュニア） 知的・発達障害のある小学生
（身体障害除く） 12月7日（日） 11：00～12：00 日曜日 10人

チャレンジ（軽スポーツ） 知的障害者（中学生以上） 1月17日（土） 15：00～16：30 土曜日 30人

アーチェリー初級 15歳以上の身体障害者
（視覚障害者を除く） 1月27日（火） 10：00～12：00 火曜日 6人

【スポーツ教室】

※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。

チャレンジ教室の様子教室募集の詳細は、直接当福祉センターまでお問い合わせください。

申し込み期間：11月1日（土）～11月16日（日）までの開所日・開所時間です

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込
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・健康調査表はホームページにも
掲載しています。

申し込み方法：

目指せ！チャンピオン！
グラウンドゴルフ大会

ケーキつくり教室

自分の体力を知ろう　
体力測定・トレーニングアドバイス

映画鑑賞会



10

滋賀県身協　No.106　2014 年 10 月 1日
障害者福祉センターコーナー

第24回夏まつり　共に生きる～出会い・つながり・あふれる笑顔～

ステージでの催しで笑顔がいっぱい！

エコ風船過去最長飛距離！

　7月27日（日）に第24回夏まつりを開催しました。当日は、雨天にも関わらず延べ1,500人を超える多くの人の参
加がありました。参加者には、今年のテーマ「共に生きる～出会い・つながり・あふれる笑顔～」を、夏まつりならでは
の様々な催しを通して実感していただくことができました。また、アンケートからは「出会いが多くあった」「笑顔が
多かった」「大人も子どもも楽しめた」等の感想が聞かれました。フィナーレでは参加者の想いが通じたのか降り続け
ていた雨も止み、晴れ間が広がった夏の空にハート型のエコ風船を飛ばし、夏まつりを締めくくりました。

　オープニングの「JERRYBEANS」によるバンド演奏から始まり、「草津養護学
校音楽部」による演奏、「花びより～あかさたな～」によるよさこい鳴子踊り演舞、
「和楽器演奏集団　独楽(こま)」による和楽器演奏を披露していただきました。
　出演者の迫力のある力のこもった演奏・演舞に歓声と拍手が何度も起こり、参加
者との掛け合いでは笑いが起こる場面もあり、子どもから大人まで楽しんでいた
だくことができました。また、出演者と共に演奏や演舞ができる時間を設けた事で
一層盛り上がり、会場内はたくさんの笑顔でいっぱいになりました。

　エコ風船には参加者からのメッセージが書かれ、中
にコスモスの種を入れて飛ばしています。今年のエコ
風船は、大空で風に乗り、愛知県や静岡県まで飛んでい
き、最も遠くまで飛んだのはなんと約270㎞（当福祉
センター確認分）と過去最長飛距離となりました。参加
者の想いと願いを込めて  フィナーレで飛ばしたエコ
風船を拾われた方から１３件の連絡があり、心温まる
メッセージをいただきました。秋には、各地で綺麗なコ
スモスの花が咲くことを願っています。

事業報告

各地からのメッセージ
・子ども達が地区の方が拾った風船を学校に嬉しそう
に持ってきました。素敵な贈り物をありがとうござ
いました。（愛知県豊橋市・女性）

・「夏を乗りきろう」の文字が書いてありました。コス
モスの種をまいて綺麗な花を咲かせたいと思います。
（静岡県浜松市・男性）

・じん君とそうすけ君の思いの詰まったコスモスを大
切に育てさせていただきます。（静岡県静岡市西ケ谷
総合運動場様）

・滋賀県と書いてあり驚きました。皆様の想いも込め
てコスモスの種は自宅の庭に植え、咲くのを楽し
みに待ちたいと思います。（静岡県浜松市・男性）

・庭で柿の木に引っかかっていました。くしくも今日
はたろうの４歳の誕生日。いい記念になりました。
（愛知県豊川市・女性）
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障害者福祉センターコーナー

　9月6日（土）、障害のある人がレクリエーションや軽
スポーツを「身近な地域で気軽に楽しく参加できる様
に」と各方面で活躍されている学校、施設、団体等関係者
の方々を対象に研修会を開催しました。
　当日は講義と実技の他、情報交換会では手作り道具の
作り方や、ルールの工夫を紹介し合う等内容が盛り沢山
になり時間が足りなくなるほどでした。
　県内各地より多くの方が参加され、関心の高さが伺え
たことから、今後更に働きかけていきたいと思います。

　去る7月30日（水）に、4人の新運営委員をお迎えし、
平成25年度の事業実施結果や平成26年度の事業進行
状況、第三者評価の実施結果等について事務局から報告
を行い、協議いただきました。各委員からいただいた御
意見を参考として事業推進に務めてまいります。

　5月から7月にかけて、全5回の日
程で親子水泳教室を開催しました。
　初回は、子どもも保護者も緊張さ
れていましたが、回を重ねる毎に緊
張もほぐれ、教室の雰囲気や練習に
も慣れ、どんどんできることが増え
ていきました。指導者もそんな姿を
見るのが毎回の楽しみでした。

　8月9日（土）草津駅前にある大阪ガ
スクッキングスクール滋賀にて、ヘル
シークッキング教室を開催しました。
　当日は台風11号が接近してくる
あいにくのお天気でしたが、雨にも
負けず元気に参加していただいた
受講者は、洋食4品を作りあげ、ボ
リューム満点の料理に大満足の様子
でした。

　6月8日（日）、当福祉センター小ア
リーナにてガーデニング教室を開催
しました。
　今年度は、カラフルな6色のジェ
リーボールを使った水耕栽培に挑戦
しました。自分の好きな色を好きな
分量選択し使用することで出来上が
りの印象が違い、自分だけの涼しげ
な観葉植物の寄せ植えを作っていた
だくことができました。

　6月7日(土)、28日(土)、8月30日(土)の3回にわた
りプロのカメラマンをお招きし、デジタルカメラ教室を
開催しました。
　1回目は当福祉センターで座学を、2回目は草津市立
水生植物公園みずの森で撮影会を行いました。受講者は
撮影のポイントや撮り方を教わり、アドバイスを聴きな
がら、それぞれの視点で熱心に撮影をされていました。
3回目は鑑賞会として、受講者の写真を講師に講評して
いただきました。受講者同士それぞれの撮影の仕方など
を学び、意見交換も盛んに行われ、交流も深まり活気の
ある教室となりました。

　朝晩は肌寒く感じるようになってきました。寒暖の差
が激しいこの時期は体調を崩す方が多くみられます。普
段から睡眠や栄養をしっかり摂り抵抗力をつけ、病気に
負けない体づくりをするためにも規則正しい生活を心
がけましょう。

障害者レクを考える

センター運営協議会を開催しました

親子水泳教室 ヘルシークッキング教室 ガーデニング教室

デジタルカメラ教室

風邪予防で秋を満喫～看護師からのコラム～



編集発行 公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会  会長  中村　裕次　　　滋賀県立障害者福祉センター  所長  山脇　治
〒525-0072　草津市笠山八丁目５番130号　　電話：077-565-4832　　ＦＡＸ ：077-564-7641
E-mail：info@kenshinkyo-shiga.com　　http://www.kenshinkyo-shiga.com

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

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

と (A) もも ぐ

い ば し た て (B) る

し ょ (C) わ べ ず

か と を (D)

ち (E) つ も や ま る

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：21通）
　・阪下洋美 様（高島市）
　・大石康雄 様（大津町）
　・川崎玲子 様（草津市）

①売り言葉に買い言葉（うりことばにかいことば）
②雲泥の差（うんでいのさ）
③初心忘るべからず（しょしんわするべからず）
④縁の下の力持ち（えんのしたのちからもち）
⑤一字千金（いちじせんきん）

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、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 灯台のすぐ下はかえって光が届かず暗いことから、身近な事情に疎いと
いうこと。身近な事は、案外分かりにくいものであるというたとえ。

② 堅固な石橋ですら叩いてその安全を確かめてから渡るように、用心の上
にも用心を重ねるたとえ。

③ 何事でも習い始めた当時の謙虚な気持ち、真剣な態度を忘れてはいけな
いということ。また、初めの決意を忘れてはいけないという意味でも用い
られる。

④ 敗北を認め、戦意を失って降参すること。
⑤ ごくわずかなものでもたくさん積み重なると大きなものになるというた
とえ。少しのものでもおろそかにしてはいけないという教え。

ク イ ズ コ ー ナ ー

●風船バレーボール大会のコーナーを読んでいて、楽しそうだなと思いまし
た。来年は私も参加したいです。（甲賀市・女性）

●2月にあった将棋のつどいでは、親子ともどもプロ棋士南芳一九段の指導
を受け感動しました。ありがとうございました。（守山市・男性）

●今朝、子供のラジオ体操会に電動カーで参加しました。可愛い子に交じっ
て自分でできる事（手だけ）をして、みんなの笑い声で元気をもらってきま
した。（東近江市・女性）

●センターからの発信や各地域でのふれあいスポーツ大会やイベントの実
施情報がわかり、自分なりにできることに挑戦したいと思います。長浜市
といった北の地域においてもセンターで行われているイベントを少しでも
やってもえればいいと思います。（長浜市・男性）

●毎回のクイズコーナーを楽しみにしています。（近江八幡市・男性）

読者からの声！

次号（第107号、１月１日発行）に
伴う原稿締切日は11月16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　→　こうしえん

　　　　　　天高く馬肥ゆる秋、皆様いかがお過ごしですか？
　「滋賀県身協」（第１０６号）ができあがりましたのでお届けします。
　この夏は猛暑にもかかわらず、台風１１号、１２号の通過等により日本の広範囲で豪雨が発生するなど、「記録的な雨量」「予想
外の雨量」などの言葉が多く聞かれました。滋賀県でも多くの被害を出し、お隣りの京都府福知山市では大規模な洪水被害、また
広島市では大規模な土砂災害がおこりました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々に対し、
心よりお悔み申し上げます。
　さて、福祉協会では、１０月には「第６４回滋賀県身体障害者福祉大会」が草津市で開催され、１１月から１２月にかけて「障害
者週間啓発・推進事業」と皆様にご協力を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「水
泳記録会」「地域でつながるスポーツの輪推進事業」「感謝のつどい」と多くの事業を開催します。皆様のお力添えをいただきなが
ら、円滑な開催に向け、精一杯業務に取り組んで参ります。
　次号（第１０７号）の広報誌は、来年１月１日（木）に新年号として発行します。
秋気肌に染む時節、風邪など召されぬようご自愛ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（編集子）


