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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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滋賀県障害者社会参加推進協議会（構成21団体）が中心となり、「障害者週間」ならびに「障害者差別解消
法」の啓発を目的に毎年啓発活動を行っています。今年は11月５日（日）、17日（金）～19日（日）、26日（日）
に県内27か所のＪＲ等主要駅や大型商業施設等でポケットティッシュの配布を行いました。寒い日や雨の日もあ
りましたが、障害者団体関係者や当協会地域会員など延べ515人の方々にご協力いただきました。心より御礼
申し上げます。
特にメイン会場のビバシティ彦根では、滋賀県イメージキャラクターの「うぉーたん」や「キャッフィー」ととも

に55人の方々のご協力をいただき、来場されたご高齢の方からお子様まで、幅広い年齢層の方々に啓発するこ
とができました。
啓発活動を終えて、ご協力いただいた方々の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、

各市町の障害福祉担当課や社会福祉協議会など多くの関係機関と協力して、より一層障害者に対する理解が
深まるよう、「障害者週間」ならびに「障害者差別解消法」の啓発に取り組んでまいります。

平成29年度　障害者週間啓発・推進事業の実施状況平成29年度　障害者週間啓発・推進事業の実施状況

平成29年度　障害者週間啓発・推進事業実施日時・場所一覧　

地域 実施場所 実施期日 実施時間 協力者数 ティッシュ配布数
彦根市
愛知・犬上 ビバシティ彦根 11月18日（土） 11:30～ 12:30 55 2,500

地　域 実施場所 実施期日 実施時間 協力者数 ティッシュ配布数

大津市
イズミヤ堅田店 11月17日（金） 10:30～ 12:30 30 500

アル・プラザ瀬田 11月17日（金） 10:30～ 12:30 28 500

彦根市
愛知・犬上

フレンドマート稲枝店 11月18日（土） 11:00～ 12:00 5 700

平和堂日夏店 11月18日（土） 11:00～ 12:00 12 700

パリヤサンペディック 11月18日（土） 11:00～ 12:00 14 700

長浜市 イオン長浜店 11月   5日（日） 10:00～ 12:00 5 500

近江八幡市

JR近江八幡駅（北口・南口） 11月17日（金） 13:00～ 14:00 21 800

近江八幡市役所前 11月17日（金） 13:00～ 14:00 8 300

フレンドマート安土店 11月17日（金） 13:00～ 14:00 10 300

草津市
ＪＲ草津駅（西口・東口） 11月17日（金） 10:00～ 11:00 40 1,700

ＪＲ南草津駅（西口・東口） 11月17日（金） 10:00～ 11:00 30 1,300

守山市 モリーブ 11月19日（日） 10:30～ 12:00 24 1,000

高島市
平和堂今津店 11月17日（金） 11:00～ 12:00 40 750

平和堂あどがわ店 11月17日（金） 11:00～ 12:00 35 750

栗東市
JR栗東駅（西口・東口） 11月26日（日） 16:00～ 18:00 14 200

アル・プラザ栗東 11月26日（日） 16:00～ 18:00 11 800

湖南市

平和堂石部店 11月19日（日） 10:00～ 12:00 14 300

平和堂甲西中央店 11月19日（日） 10:00～ 12:00 8 300

平和堂甲西店 11月19日（日） 10:00～ 12:00 9 300

甲賀市

ＪＲ貴生川駅（北口・南口） 11月17日（金） 7:00～ 8:00 12 500

信楽高原鐵道信楽駅 11月17日（金） 7:00～ 8:00 4 450

西友水口店 11月18日（土） 16:00～ 17:00 31 500

東近江市
ＪＲ能登川駅（西口・東口） 11月17日（金） 7:00～ 8:00 11 800

西友八日市店 11月17日（金） 16:00～ 17:00 16 800

米原市 JR米原駅（西口・東口） 11月18日（土） 8:30～ 10:30 17 500

湖　東 フレンドマート日野店 11月19日（日） 15:00～ 17:00 11 800

計 515 19,250

【メイン会場】

【その他の実施場所】

報　告
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啓発活動の様子

11.5　イオン長浜店

11.17　平和堂あどがわ店

11.19　モリーブ

11.17　アル・プラザ瀬田

11.17　西友八日市店

11.19　平和堂石部店

11.17　フレンドマート安土店

11.18　JR米原駅

11.26　アル・プラザ栗東

【メイン会場】11.18　ビバシティ彦根
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第63回日本身体障害者福祉大会　ぐんま大会

第６３回日本身体障害者福祉大会は、「全国の身体障害者が一堂に会し、平成３０年度の活動方針を決定す
るとともに、今後の障害者施策について協議し、障害者の自立と社会参加を積極的に展開・発展させ、その福祉
の増進を図る」ことを目的として、群馬県高崎市「高崎
アリーナ」で開催されます。高崎市は、広大な関東平野
の北端に位置する、群馬県を代表する都市です。また、
会場となる高崎アリーナは平成２９年４月１日に高崎市
の新体育館としてオープンした新しい施設です。

※事務局に報告があったもののみ掲載しています（2月末現在）

主　　　催 事　業　名 開　催　日 開 催 場 所

（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 障害者週間啓発イベント 11月26日（日） 滋賀県立障害者福祉センター

アリーナ・小アリーナ

（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

障害者週間啓発イベント
【清掃活動・防災訓練】 11月30日（木） 滋賀県立障害者福祉センター

福祉ゾーン一帯

草津市 障害者スポーツで輝く
                         アスリートたち！ 12月　1日（金） 広報くさつ12月１日号掲載

ぴかっ toアート展実行委員会 第７回ぴかっ toアート展
～それぞれのカタチ～

12月　1日（金）
～12月10日（日）

イオンモール草津２階
「イオンホール」

栗東市 啓発パネル展示
12月　1日（金）

～12月11日（月）
栗東市役所庁舎１階　玄関ロビー

（福）甲賀市社会福祉協議会 あすなろのつどい
（障がい者のつどい） 12月　2日（土） 土山開発センター

（福）甲賀市社会福祉協議会 歳末たすけあい募金配分金事業
ふれあい交流会 12月　2日（土） 甲南公民館第二学区分館（杉谷公民館）

ふれ愛クリスマス実行委員会 ふれ愛クリスマス 12月　3日（日） 信楽開発センター

滋賀県障害者社会参加推進センター 障害者理解を深めるための研修会 12月　3日（日） ビバシティホール

（公社）日本オストミー協会滋賀県支部 オストメイトの体験交流会 12月　9日（土） 長浜市民交流センター

ふれ愛フェスタ2017実行委員会 ふれ愛フェスタ2017 12月　9日（土） 水口社会福祉センター

ほかほかまつり実行委員会 第12回ほかほかまつり 12月10日（日） 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

（福）甲賀市社会福祉協議会 障がい者と家族のつどい 12月10日（日） 甲賀公民館（かふか生涯学習館）

「障害者週間」関連事業実施状況

今年の開催地は“群馬県”です！
～　第63回日本身体障害者福祉大会　ぐんま大会の開催　～

日　時：平成３０年６月１４日（木）　１０：００～
会　場：高崎アリーナ
　　　　（群馬県高崎市下和田町４丁目１－１８）
内　容：福祉大会式典、議事等

お知らせ
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第32回障害者による書道・写真全国コンテスト結果発表

平成29年度青壮年部女性活動交流会

青壮年部の会員・サポーターを募集中です！！

公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会
　役員の変更

公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会第３期理事の交代があり、平成２９年１２月２７日付けで新
たにご就任いただきましたので、お知らせします。

県身協第117号で作品の募集を行いました第32回障害者による書道・
写真全国コンテスト（全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）
主催）の審査結果の発表がありました。
全国から1,005点（書道部門801点、写真部門204点）の応募があり、
本県からは書道部門6点、写真部門3点の応募をいただきました。
今回は、書道部門・銀賞に1点が入賞されました。入賞者には、表彰状と

記念品が贈呈され、入賞作品は、3月31日（土）まで全国障害者総合福祉
センター（戸山サンライズ）で展示されています。

２月４日（日）、当福祉センター会議室にて多くの女性が情報交換や交流の輪を広げるとともに、当協会の
青壮年部活動の周知と事業への参加協力者の拡大を図ることを目的として、「青壮年部女性活動交流会」
を初めて開催しました。関係者を含め２６人の参加があり、福祉ネイリストによるネイル体験と青壮年部活動
についての意見交換を行いました。
ネイル体験では、福祉ネイリストの方々に参加者の希望に沿って丁寧に施術していただくとともに、爪に
関する日頃の悩みやハンドケアについての相談等にも対応していただきました。体験後は、ネイルを見せ合
う姿や写真を撮り合う姿が見られ、和気あいあいとした雰囲気の中で交流が深まりました。
青壮年部活動についての意見交換では、事業部長と事業補佐による活動
紹介のあと意見交換が行われ、青壮年部活動の詳細について質問が出るな
ど、青壮年部に関心を持っていただくことができ、更に、今後の青壮年部活
動について意見を交わされるなど、充実した交流会となりました。
参加者からは「初めてのネイル体験で嬉しかった。」、「青壮年部活動の内

容が具体的に分かって良かった。」といった感想をいただき、盛会のうちに終
えることができました。

青壮年部の活動にご参加いただける方、また、ご協力いただける方を募集しています！
私たちの活動に興味がある方、障害者スポーツやレクリエーション活動に興味がある方、「面白そ
う！」という理由だけでも大歓迎です。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。

（敬称略）

お知らせ

報　告

報　告

募　集

役　　職 地域・団体 氏　　名

理　　事 (特非)滋賀県脳卒中者友の会 淡海の会 末 益　友 隆

氏　　名

連山　昂太
題　　名

古代文字　光

書道部門

【銀　賞】
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１月２８日（日）に第５回湖南市スポーツ吹き矢大会
をサンヒルズ甲西で開催し、非更生会員の障害のある
人、ない人１５人を含む３５人の参加がありました。
スポーツ吹矢は、故井田裕司前会長が「面白いス
ポーツがあるぞ！」ということで５年前に更生会で取り
組み始め、湖南市に定着したスポーツです。性別や年
齢を問わず誰でも楽しむことができ、足が不自由な方
は車椅子や椅子に座りながら楽しむことができます。
今大会では、距離を４ｍと６ｍの二種類とし、自分の
能力に応じた距離を選択されました。参加者は一本一
本に一喜一憂し、楽しい時間を過ごすことができまし
た。大会終了後、湖南市内の作業所から参加された２
人が更生会に加入していただくことができ、盛会のう
ちに終えることができました。

わが地域の「がんばり日記」 わが地域の「がんばり日記」

月　　日 主　　催 行　事　内　容
1月13日（土） 大津市身体障害者更生会 平成30年新年あいさつ会
1月24日（水） 日野町身体障害者更生会 ふれあい新年会
1月28日（日） 湖南市身体障害者更生会 第５回湖南市スポーツ吹き矢大会

3月 4日（日）
甲賀市身体障害者更生会

第10回ふれ愛甲賀ふうせん
バレーボール大会

滋賀県中途失聴難聴者協会
「耳の日記念」第２回難聴者の
ためになる集い

各地域・団体の活動報告

更生会の記録ふれあい新年会
湖南市身体障害者更生会日野町身体障害者更生会

平成30年1月～3月 会 員 募 集 ！
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。
お住ま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やレクリエー
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。

去る１月２４日（水）、毎年恒例の「ふれあい新年会」
をグリーンホテル日野で開催したところ、寒さ厳しいな
かにも関わらず、１７人の参加がありました。普段なか
なか出会えない方と久しぶりに顔を合わせ、「元気にし
ている？」等お互いの近況を語り合いながら、楽しく親
睦を深めることができました。宴が進むにつれ、参加者
の顔色はほんのりと桜色に染まり、カラオケで自慢の
歌声を披露し盛り上がりを見せ、有意義で楽しい一日
を過ごしました。
参加者からは「来年もまた、みんな元気で集まろ

う。」、「来年も楽しみにしている。」との声を聞き、嬉し
く思いました。これからも、多くの会員の皆様に参加し
ていただけるよう色々な行事を考えていきたいと思い
ます。
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訃　　　報

平成30年1月～3月
事務局日誌

月　　日 会議・行事内容

1月21日（日） 青壮年部幹部会

1月31日（水） 第67回滋賀県身体障害者福祉大会第4回実行委員会

2月  3日（土） 第6回三役会

2月  4日（日） 青壮年部女性活動交流会

2月27日（火） 第3回滋賀県障害者社会参加推進協議会

3月  3日（土） 第6回青壮年部役員会

3月10日（土）
第28回夏まつり第2回実行委員会

第7回三役会

3月16日（金） 第三者委員会

3月21日（水・祝）
第5回理事会

第2回評議員会

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

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４年度から平成１６年度までの長きに
亘り、当協会の理事としてご尽力いただいた
遠﨑成吉氏が、平成２９年５月１８日（木）にご
逝去されました。
遠崎氏は、彦根市身体障害者更生会の会
長として会員からの信望も厚く、会の発展に
貢献されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

平成１８年度から平成２７年度までの長きに
亘り、当協会の理事としてご尽力いただいた
井田裕司氏が、平成２９年１２月１７日（日）にご
逝去されました。
井田氏は、湖南市身体障害者更生会の会長と

して、スポーツ吹矢を湖南市に広める等、スポー
ツを通した会員同士の交流に尽力されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。

　この度、当協会の公益目的事業の趣旨に御賛同
いただき、清水薫レイルウェイフォトオフィス様
から寄付金を贈呈いただきました。
　御寄付をいただきました浄財は、当協会の事業
目的に基づき、障害者の社会
参加と自立更生のため、有効に
活用させていただきます。お礼
申し上げますとともに、御報告
させていただきます。

寄付金の受領について
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初めての方から経験者までどなたでも参加できます。わいわいとグラウンドゴルフを楽しんでみませんか？

平成30年度 スポーツ･文化教室受講生募集

体の使い方（幼児・ジュニア）教室受講生募集

グラウンドゴルフ大会参加者募集！

障害者福祉センターコーナー 事業案内

・申込期間： スポーツ教室・文化教室　 4月 4日（水）～4月 22日（日）の正午まで。
 ※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。
・申込方法 : 所定の受講申込書と予備調査表（スポーツ教室のみ）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。）
 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。
 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。

日　　時：5月 12日（土） 13：30～ 16：30
場　　所：県立精神医療センターグラウンド　
　　　　　草津市笠山八丁目4番 25号
　　　　　（雨天時）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
定　　員：先着48人
費　　用：無料
受付期間：①は3月 20日 ( 火 ) ～ 4月 22日 ( 日 )
　　　　　②は4月 　4 日 ( 水 ) ～ 4月 22日 ( 日 )

・申込期間： ６月５日（火）～7月 1日（日）の正午まで。　※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。
・申込方法： 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。）
 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。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。

今年度もたくさんの教室を企画しております。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
トータルプログラム 身体障害者 5月18日（金） 12:00 ～ 13:00 金曜日 10人 8

親子水泳 知的障害のある小学生とその親 5月19日（土） 16:30 ～ 17:30 土曜日 15組 8

教　室　名 対　象　者 教室開始日 開 催 時 間 開催曜日 定　員 回　数
体の使い方（幼児） 知的・発達障害のある４・５歳児（身体除く） ７月28日（土）   9:30 ～ 10:30 土曜日 10組 5
体の使い方（ジュニア） 知的・発達障害のある小学生（身体除く） ７月28日（土）11:00 ～ 12:00 土曜日 10人 5

教　室　名 対　象　者 教室開始日 開 催 時 間 開催曜日 定　員 回　数
書　　　道 障害のある人（中学生以上） 5月 9日（水） 10:00 ～ 12:00 第２水曜日 10人 6
茶　　　道 障害のある人（中学生以上） 5月12日（土） 13:30 ～ 15:30 第２土曜日 10人 8

フラワーアレンジメント 障害のある人 6月 3日（日） 13:30 ～ 15:00 第１日曜日 12人 6
絵　　　画 障害のある人（小学校３年生以上） 5月13日（日） 13:30 ～ 15:30 第２日曜日 10人 7

【スポーツ教室】

【文化教室】

親子水泳教室
・先生に褒めてもらえたことで意欲が
高まりました。
・遊びの中からしっかりと基本を学べ
る事が良かった。

書道教室
・字や筆の扱い方を勉強できてよい経
験になりました。
・気軽に参加できるのでとても楽し
かったです。

茶道教室
・何度も丁寧に教えてもらえて良かっ
たです。
・個々に合わせた教え方でわかりやす
かったです。

・ 楽しく参加できました。
・ チームの人と楽しく過ごすこと
ができました。

・ 久々にグラウンドゴルフをした
が、良いスコアでまわれて気分が
良かったです。

参
加
者
の
声

前年度の参加者の声
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5月11日（金） 9月14日（金） 11月 9日（金）
1月11日（金） 3月 8日（金）
開催時間 13：30 ～ 15：30

平成30年度 自由参加の教室をご紹介します（申込みは不要です）

パソコン教室 ガーデニング教室 手作り体験教室

障害者福祉センターコーナー

日　　時：4月 7日、14日、21日（土）
　　　　　13:30 ～ 15:30
場　　所：当福祉センター　会議室
対 象 者：身体障害者・精神障害者
　　　　　（小学校3年生以上）
　　　　　※自分のパソコンを持ってくるこ
　　　　　　とができる人
　　　　　　文字打ちのできる人
定　　員：8人（定員を超えた場合は抽選）
費　　用：受講料は無料
受付期間：3月 9日（金）～3月 31日（土）

日　　時：6月 23日（土）13:30 ～ 15:30
場　　所：当福祉センター　小アリーナ
対 象 者：障害のある人とその介助者
定　　員：先着18人
費　　用：受講料は無料
　　　　　ただし、教材費2,500円が必要です。
受付期間：5月19日（土）～６月10日（日）

日　　時：6月 30日（土）13:30 ～ 15:30
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：先着18人
費　　用：受講料は無料
　　　　　ただし、教材費1,000円が必要です。
受付期間：5月26日（土）～６月17日（日）

ワードの機能を使って、絵を描こう！ 初夏のお花を使った寄せ植えをつく
りましょう！

LEDのあかりの仕組みを学びなが
ら、世界に一つ自分だけのオリジナル
ランプをつくりませんか？

グラウンドゴルフ定例会
経験の有無を問わず毎回楽しくラウンドをされています。興味

のある方はぜひ一度参加してみてください！

場　　所： 当福祉センター　アリーナ
対 象 者： ①身体・精神障害者
 ②障害のない人
費　　用： ①は無料
 ②は別途施設使用料が必要

場　　所： 当福祉センター　アリーナ
対 象 者： ①身体・精神障害者
 ②障害のない人
費　　用： ①は無料
 ②は別途施設使用料が必要

スポーツ吹矢定例会
　初めての方でもすぐに楽しんでいただけます。スポーツ吹矢を楽
しみながら健康の維持・増進を目指しましょう。

卓球初級教室
　楽しく卓球を始めてみませんか？興味のある方は、ぜひお気軽に
ご参加ください！

卓球ラリータイム
いろんな方とラリーを通して交流を深め、更なる技術向上と共
に、楽しい時間を過ごしましょう。

4月13日（金） 6月 8日（金） 10月12日（金）
12月14日（金） 2月 8日（金）
開催時間 13：30 ～ 15：30

4月19日（木） 5月17日（木） 6月21日（木） 7月19日（木）
8月16日（木） 9月20日（木）10月18日（木）11月15日（木）
12月20日（木） 1月17日（木） 2月21日（木）
開催時間 10:00～ 11:30

4月19日（木） 5月17日（木） 6月21日（木） 7月19日（木）
8月16日（木） 9月20日（木）10月18日（木）11月15日（木）
12月20日（木） 1月17日（木） 2月21日（木）
開催時間 10:00～ 11:30

場　　所：当福祉センター　アリーナ
対 象 者：障害のある人
定　　員：4人程度
費　　用：受講料は無料

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
定　　員：16人程度
費　　用：①は無料
　　　　 ②は別途施設使用料が必要

・楽しみで目標ができました。
・仲間と一緒にプレーしてい
ると楽しいです

・上達が感じられました。

・先生方が親切に教えてくれま
した。

・楽しい時間が過ごせました。
・ずっと続けていけるスポー
ツと出会う事ができました。

・楽しく卓球ができていま
　す。
・いつも優しく教えていた
　だいています。

・ラリーが続けられるようになりました。
・多くの方と交流ができ、楽しく参加できています。

・たくさんの
　お花できれ
　いな寄せ植
　えがつくれ
　ました。
　楽しかった
　です。

・詳しく質問が
　できました。
・丁寧に教えて
　いただきまし
　た。

パナソニック(株)
様にご協力いただ
いています。

＜イメージ写真＞

写真提供
パナソニック㈱
エコソリューションズ社
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障害者福祉センターコーナー

アクアエクササイズ教室

指導員と泳ごう

ハッスル（知的）教室

水中では、浮力が働くため、足腰への負担をグッと軽減して運動
することができます。
水中運動で硬くなった筋肉や関節の動きを改善して体のバラン
スを整えましょう!

指導員と一緒に泳ぎながら泳法の習得・泳力の向上をしましょう。

身体を動かす機会がなかなか無い、一人では難しい…さぁ、この
教室で楽しく皆と身体を動かしませんか？年齢に配慮しながら無
理なく身体を動かす内容でハッスルしましょう！

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： ①36歳以上の身体障害、精神障害のある人
 ②36歳以上の障害のない人
費　　用： ①は無料   ②は別途施設使用料が必要

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： ①障害のある人   ②障害のない人
 （開催日のプログラムに合う人）
費　　用： ①は無料   ②は別途施設使用料が必要

場　　所： プール：７月・９月・１１月
 　内　容：水中運動・リラクゼーション等
 トレーニング室：５月・１月
 　内　容：エアロバイク・ストレッチ等
対 象 者： ３６歳以上の知的障害者
費　　用： 無料

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： ①障害のある人
 ②障害のない人
費　　用： ①は無料
 ②は別途施設使用料が必要

場　　所： 当福祉センター　プール
対 象 者： ①障害のある人　②障害のない人
費　　用： ①は無料　②は参加料５００円と別途施設使用料が必要

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

アクアビクス教室

タイムトライアル

将棋と囲碁のつどい

　プールで楽しく踊って体を動かしましょう！

　大会に向けたスタート練習と定期的に自己のタイムを確認
しょう。

　多くの方が、将棋と囲碁を通して棋力が向上し、交流もされて
います。是非ご参加ください。

4月14日（土） 6月 9日（土） 8月11日（土）
10月13日（土） 12月 8日（土） 2月 9日（土）
開催時間 12：00 ～ 12 ：50

4月28日（土） 5月26日（土） 6月23日（土） 7月28日（土）
8月25日（土） 9月22日（土）10月27日（土）11月24日（土）
12月22日（土） 1月26日（土） 2月23日（土） 3月23日（土）
開催時間 10：45 ～ 11：45

4月 6日（金） 5月20日（日） 6月 1日（金） 7月29日（日）
8月10日（金）9月17日（月・祝）10月 5日（金）11月25日（日）
1月20日（日） 2月1日（金） 3月 2日（土）
開催時間 12:00 ～ 12:50                                                                              

・頭を使ったり、体を動かした
り、いろんな人と交流できて
楽しかったです。

・楽しく時間を過ごすことが
できました。ボランティアの
方の協力を得ながらですが、
できればまた参加したいで
す。

・継続することにより、今かか
えている泳法の課題克服に
なっています。

・泳ぎがスムーズになった感
じがしました。

・わかりやすくポイントを教
えてもらえて良かったです。

・約20年ぶりにタイムを計っ
て、テンションが上がりまし
た。

・続けて参加する内に上達し
ているので、自信に繋がって
います。

・楽しく体を動かすこと
ができました。

・終えた後は足がよく動
き、体が軽くなります。

5月 6日（日） 7月29日（日） 8月19日（日）
11月24日（土） 3月 3日（日） 3月30日（土）
開催時間 16:30～ 17:45

4月22日（日） 　5月27日（日） 　6月24日（日）
9月23日（日） 10月28日（日） 11月25日（日）
1月27日（日） 　2月24日（日） 　3月31日（日）
開催時間 10:00～ 16:30

5月13日（日） 7月 8日（日） 9月 9日（日）
 11月11日（日） 1月13日（日）
開催時間 12:00 ～ 12:50

チ等

・参加者同士で交流す
ることができました。

・棋力が向上しました。
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障害者福祉センターコーナー

皆様のご利用を職員一同心よりお待ちしております。

4月11日（水） 5月16日（水） 6月13日（水）
7月11日（水） 8月 8日（水） 9月12日（水）
10月17日（水） 11月21日（水） 12月19日（水）
1月 9日（水） 2月20日（水） 3月20日（水）
開催時間 14:30～ 16:30の間で30分間

4月25日（水） 5月19日（土） 6月20日（水）
7月14日（土） 8月22日（水） 9月15日（土）
10月 3日（水） 11月 3日（土） 12月 5日（水）
1月19日（土） 2月 6日（水） 3月 9日（土）
開催時間 15:00～ 16:00の間で30分間

理学療法士による水中での指導を月２回、水曜日に開催します。事前の申込みは必要ありませんが、当センター主催の
医療相談を受けた人で、関節等に負担の少ないプールの歩行や運動の指示があった人がご参加いただけます。プール内
では水中歩行や水の抵抗を利用したリハビリ方法などを理学療法士が指導します。また、脳血管障害や関節障害など障
害別に応じた指導日も設けていてより専門的な指導もしています。
プール内でのリハビリに興味のある人は、医療相談を受けて理学療法士による水中運動やリハビリの指導を受けてみ
ませんか。

【開催日】

アドバイスタイム水中歩行

理学療法士による障害別指導日

重 度 障 害 4月11日(水) 6月13日(水) 8月 8日(水) 9月12日(水) 1月23日(水)

脳血管障害 4月25日(水) 7月 4日(水) 8月22日(水) 12月 5日(水) 2月 6日(水)

関 節 障 害 5月16日(水) 7月11日(水) 9月 5日(水) 12月19日(水) 3月 6日(水)

開 催 時 間 13:15～ 14:00

4月 11日（水）・25日（水） 10月 3日（水）・17日（水）
5月 16日（水）・30日（水） 11月 7日（水）・21日（水）
6月 13日（水）・20日（水） 12月 5日（水）・19日（水）
7月 4日（水）・11日（水） 1月 9日（水）・23日（水）
8月 8日（水）・22日（水） 2月 6日（水）・20日（水）
9月 5日（水）・12日（水） 3月 6日（水）・20日（水）

開催時間 13:15～ 14:30

【障害別指導日】

相談事業のご案内

医師（整形外科）と理学療法士による相談を水曜日に開催します。
この医療相談は、センターを利用している人が安全で効果的に運動
やリハビリが行えるよう、医療の専門的な立場から障害の状態に応じ
た指導・助言を行い、健康の維持増進を図ることを目的としています。
「どのようなリハビリをしたら良いのかわからない。」、「自宅でも継続
してできるリハビリを教えてほしい。」などの相談があり、「自分にあっ
たリハビリをわかりやすく丁寧に教えていただいた。」、「継続してリハ
ビリを続けていきたい。」などの声をいただきました。相談後、皆さん前
向きに運動やリハビリに励んでおられます。日頃から運動やリハビリ
に不安を感じておられる人はぜひ相談（予約制）を受けてください。

理学療法士による相談を月１回開催しま
す。水曜日または土曜日の午後３時から４
時まで（お一人30分）で予約制となってい
ます。
指導内容としてはリハビリの方法や運動・
福祉用具等について個別に対応しています。
「上肢の筋力をつけたいが方法がわからな
い。」、「自宅でもリハビリをしたいがどのよう
にしたら良いのかわからない。」など日頃不安
に思っておられる人はぜひご相談ください。

医療相談 理学療法士によるリハビリ相談

長寿命化対策工事
完了のお知らせ

平成30年度
登録ボランティア募集中！

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体力に自信がある人

協力内容
　当福祉センター主催行事・教室事業
　運営の補助

募集期間
　3月24日（土）～7月31日（火）
※詳細は、当福祉センターまでお問い合
　わせください。

福祉センターの長寿命化
対策として、長期保全計画に
基づき昨年10月から行われ
ました空調とプールろ過装置
の工事が昨年末で完了しまし
た。ご利用の皆様にはご理解
とご協力をいただきありがと
うございました。今後、この計
画に基づき実施されますとき
には、ご協力いただきますよ
うお願いします。

2月12日（月）に「平成29年 琵琶湖一周
に挑戦・日本縦断に挑戦　合同授与式」を行
いました。琵琶湖一周（178km）達成者は
34人、日本縦断（3,418km）達成者は5人、
年間50回以上挑戦した方は合わせて48人
で、授与式には13人の方に参加していただ
きました。

事 業 報 告
平成29年　『琵琶湖一周に挑戦』・『日本縦断に挑戦』

授与式

・今年も達成できるよう引き続き挑戦し
たいです。
・表彰されて嬉しかったです。

参加者の声
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①
②
③
④
⑤

ほ う（Ａ）ね て

り う は（Ｂ）

（Ｃ）う ん の も し

た い （Ｄ）ぜ

（Ｅ）ゆ う に し う 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。

＊前回のクイズの当選者（応募総数：30通）
　・杉田　ツルヨ様（東近江市）
　・楠田　武士　様（草津市）
　・坪田　泰彦　様（東近江市）

①爪の垢を煎じて飲む（つめのあかをせんじてのむ）
②雲泥の差（うんでいのさ）
③氏より育ち（うじよりそだち）
④案ずるより産むが易し（あんずるよりうむがやすし）
⑤三つ子の魂百まで（みつごのたましいひゃくまで）
⑥逃がした魚は大きい（にがしたさかなはおおきい）

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。

① 好運はそのうち自然とやって来るから、気長に待つべきだという
こと。

② よいもの、すばらしいものを同時に二つ手に入れることのたとえ。

③ 物事が危険にさらされているまま、非常に危ない状態のこと。

④ 少数の力では、大勢の力には敵わないということ。

⑤ 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
ことのたとえ。

ク イ ズ コ ー ナ ー

●福祉センターコーナー内での募集案内を見て、自分で出来ることは参加
させてもらおうと思っています。（東近江市・男性）

●毎号楽しみにしています。（長浜市・女性）

●いつも「県身協」を読ませていただいています。家族も読ませていただ
いております。クイズコーナーも楽しく、期待しています。（草津市・男性）

●障害者ができる運動やパラリンピックの種目など、とても興味深く読
ませていただいています。（栗東市・女性）

●障害者福祉に関する各種情報のご提供ありがとうございます。　　
（高島市・男性）

●いつも楽しみに読ませていただいております。色々な行事が催されて
いる事がよくわかります。（東近江市・女性）

読者からの声！

〒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　→　成人式（せいじんしき）

　　　　　　　桃の節句も過ぎ、ようやく春らしくなってきました。
　今年の冬は、県内で例年より早くインフルエンザが流行期に入り、１月には気象庁が「異常天候早期警戒情報」を発表する
など、寒さが例年になく厳しい冬となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
　さて、「滋賀県身協」（第１２０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３０年度が始まります。当協会としましても、県立障害者福祉セ
ンターの指定管理者として、利用者本位のより良いサービスを目指して業務に取り組んでまいりますので、今後ともご指
導・ご協力をいただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
　次号（第１２１号）の広報誌は、６月３０日に発行予定です。内容は、「平成２９年度事業報告」、「平成３０年度事業計画」等
について報告する予定です。
　春の日差しが心地良い季節、日ごとに暖かさを感じますが、お体にはどうぞお気をつけてお過ごしください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集子）

次号（第121号、6月30日発行）に
伴う原稿締切日は5月13日（日）
とさせていただきますので、よろ
しくお願いします。

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、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。

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


