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功労者県知事賞受賞

10月24日に富山県民会館において、令和元年度富山県知事部門功労表彰式が
開催され、氷見市身体障害者協会所属の川西 進さんが、長年身体障害者の福
祉向上のための功績が認められ、この度富山県知事より功労表彰を受賞され
ました。おめでとうございます。

第21回フライングディスク競技会開催
６月27日、第21回 福祉協会主催のフライングディスク大
会が、富山市体育文化センター体育館で選手94名参加し盛大
に開催しました。
午前中は、個人戦、午後からはペア戦・団体戦が行なわれ
成績上位の方は以下のとおりです。
今回は、個人戦においてディスクを投げて満点の方が４名
おられ順位決定戦の結果、富山市の丸杉選手が優勝の山本杯
を手にされました。
【個人戦】
（順位決定戦後）

しっかり的を見て

【ペア戦】
（1チーム2人合計）

【団体戦】
（1チーム6人合計）

優勝 富山市

丸杉さん（10）

優勝 福岡支部

舟守・木村さん（17）

優勝 福光支部（48）

2位 城端

梁田さん（10）

2位 福光支部

中澤・堺井さん（17）

2位 富山市Ａ（42）

3位 福光

堺井さん（10）

3位 砺波市

吉田・中西さん（16）

3位 福岡支部（41）

4位 福光

中澤さん（10）

第47回ボウリング大会開催
９月28日、アピタ東店ワンダーボウルにおいて、第47回身体障
害者ボウリング大会を開催し車イスの部５名、上肢の部12名、下
肢の部14名、体幹の部11名及びオープン参加（前記以外の障害）
９名の総勢51名で２ゲーム合計で点数を競い合ってきました。
今回、初めてオープン参加の方と賞品が当たらなかった方全員
に敢闘賞を贈呈しました。
☆車いすの部

☆上肢の部

☆下肢の部

ストライクの拍手沸く

☆体幹の部

優勝 射水市

土谷さん

優勝 南砺市

山田さん

優勝 南砺市

前田さん

優勝 富山市

高地さん

2位 高岡市

金山さん

2位 富山市

本田さん

2位 富山市

加藤さん

2位 小矢部市

山田さん

3位 富山市

肥田さん

3位 砺波市

山下さん

3位 富山市

久才さん

3位 富山市

花木さん
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山岳歩行訓練会開催
今年度の山岳歩行訓練会は、９月10日～11日の一泊二日で総勢38名参加し開催されました。
初日は、結団式を小矢部市総合保健福祉センター会議室で行い、その後小矢部市の宮島狭や子
無ダムを見学、宿泊は滝乃荘で一泊し温泉やおいしい食事で疲れを癒し二日目に備えていました。
二日目は、稲葉山山頂までバスで行き、展望台から広大な砺波平野を眺めてきました。（あ
いにく天候が曇っており雄大な立山連峰が見ることが出来なかったのが残念！）その後、桜町
JOMONパーク（桜町遺跡）を見学し、約8,000年前の
縄文時代から江戸時代の遺跡について説明を受け、当
時の生活の一部を垣間見ることができました。
当日の昼食は、道の駅メルヘンおやべでおいしい弁
当をとり、布尾会長の解団の言葉をもって終了しまし
た。
今回の山岳歩行訓練には、小矢部市の観光ボラン
ティアの方々から行き先々で詳しく説明があり楽しい
歩行訓練になったことについて改めてお礼申し上げま
稲葉山山頂にて
す。

リハビリ教室開催
令和元年のリハビリ教室は、第１回目６月18日～20
日（参加者32名）、第２回目７月23日～25日（参加者
18名）、第３回目11月５日～７日（参加者33名）の３
回、いずれも２泊３日で越中庄川荘で開催されました。
第１回目と２回目の内容は、温泉療養と健康相談及
び庄川遊覧船体験乗船と夕食後のカラオケ大会を実施、
そして、３回目の中日には「能登島水族館」の見学を
してきました。
水族館では、イルカショーや迫力満点のジンベイサ
メの食事タイムなどを見学し心と体のリフレッシュを
してきました。

能登島水族館にて全員集合

庄川遊覧船体験乗船

迫力あるイルカショー見学
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障害者交通安全教室開催
今年度も第１回・第２回のリハビリ教室最終日に障害者
交通安全教室を開催しました。
当日は、富山県警察本部交通企画課より米沢さんを講師
にお招きし、最近障害者に限らず高齢者の交通事故が多い
夜間時、反射材張付けのお話
ことから、夜間外出時の事故に合わないため服などに反射
材を是非貼っておいてほしいとのことで反射シールが配られました。

女性テーブルマナー教室
令和元年度の第１回障害女性健康指導体験教室は10月29
日、ANAクラウンプラザホテルにてテーブルマナー教室
を開催しました。
当日は、女性会員26名参加の下、ホテル宴会サービス
キャプテンの石崎義英さんから基本的なフランス料理のマ
ナーとして☆テーブルマナーとは、相手への気遣い大人の
ひとつも聴いてない参加者
たしなみ ・テーブルマナーの歴史 ・フランス料理と
テーブルマナー・フランス料理のメニュー（オードブル～コーヒー）などの説明があり、その後
順次オードブルから順番に出され、その都度料理やパンの食べ方・スープやコーヒーの飲み方・
ナイフとフォークの使い方と置き方など、一連のマナーについて学んできました。

ガラス作品製作体験教室開催
今年度の青年部事業の一環として、今回初めて10月30日
呉西地域の会員、11月１日呉東地区の会員を対象にそれぞ
れ18名ずつ富山ガラス工房において、ガラス作品のペー
パーウェイトづくり製作体験をしてきました。
当日は、会議室において自分が作りたい形や色など説明
と見本を見ながらそれぞれ紙に書いた後ガラス工場におい
熱いから気をつけてゆっくりと
て製作体験をしてきました。
当日、作った作品は高熱のため１週間程度かけて徐々に常温に冷やしていかなければ割れてし
まうということでその場で見ることができませんでした。
参加者の皆さんは、「どんながにできとるかねー」と楽しみにしていました。

女性料理教室開催
11月13日、富山市旧大沢野にある健康施設ウィンディに
おいて会員20名参加し「みそ作り」を体験してきました。
みそは、発酵食品として日本古来から大変健康に良いと
されてきましたが、近年パン食が多くみそを使った味噌汁
が食されなくなっきています。今回、自分で作った「手前
みそ」で健康で長生きしてもらうため実施しました。
このみそは、発酵～熟成しおいしく食べられるようにな
るまで約10ヶ月～１年かかるそうです。

良い物ばかりで作ったみそはおいしいよ！
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富山県身体障害者団体協議会開催事業
富山県身体障害者団体協議会とは？

この団体は、富山県障害者社会参加推進センターが計画する事業を遂行する障害者団体で、加
盟団体は次のとおりです。
○富山県身体障害者福祉協会
○富山県視覚障害者協会
○富山県聴覚障害者協会
その他、上記３団体と ○富山県健康課・障害福祉課 ○富山県手をつなぐ育成会 ○富山県
精神保健福祉家族連合会とで富山県障害者社会参加推進協議会を設置して、事業の総括的協議を
行っています。

障害者相談員活動強化研修会開催
今年度は、８月６日～７日（一泊二日）に魚津市金太郎温泉に於いて、障害者相談員84名参加
し相談員の資質向上のため活動強化研修会が開催されました。
初日は、講師として広域専門相談員 土田敦子氏より前年度の障害者差別相談概要の説明があり
〝相談員活動を通して、これは差別ではないかと〟思われた時は、是非情報提供してほしいとの
ことでした。
（情報提供連絡先 県庁本館1階 障害福祉課相談室
電話 076－444－3959）
二日目は、講師として厚生企画課 宮脇健一氏より富
山県が取組んでいる「パーキングパーミット（仮称）
制度」（車イスなどの駐車場整備と利用許可証発行な
ど）についての検討概要の説明があり今後検討会を開
皆さん真剣に聞き入っています？
催し、より良いものにしていきたいとのことでした。

第２回

出会いと語らいの集い開催される

今年度２回目の出会いと語らいの集いは、９月29日
（日）太閤山ランドバーベキュー広場でスタッフ含め
総勢27名参加し開催されました。
冒頭に参加者全員が一箇所に集まり、自己紹介を
行った後、１テーブル５～６人に分かれ焼き肉バーベ
キューを焼きながらテーブルごとに再度自己紹介など
行い交流を深めてきました。

早くバーベキュー始まらないかなー

障害者陶芸教室に参加
令和元年度の陶芸教室は、県東部７月18日（参加者
37名）及び県西部７月19日（参加者23名）の２回に分
けて射水市匠の里で開催されました。
いずれも毎年参加している方も多く手馴れた手付き
で思い思いの皿やマグカップ・花瓶など作ってきまし
た。
今回、作った作品については、圏域ごとに開催され
る地域障害者作品展に出展されました。

何を作ろうか？迷っておらんと早くしられんか。
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障害者写真教室開催される
令和元年度の写真教室は、県西部８月10日参加者
37名で城端別院善徳寺周辺での撮影会が行なわれ又
県東部は、８月11日（参加者31名）で朝日町なない
ろ館、歴史公園周辺で開催されました。
いずれも撮影には、インスタントカメラ（通称、
バカチョン）での撮影にもかかわらず引伸ばしてみると一流
のカメラマンが撮った写真と見違えるほど上手に写っていま
した。
今回、撮った写真については、圏域ごとに開催される地域
障害者作品展に出展されました。

城端別院
善徳寺
鐘楼

朝日町百河豚美術館守護神

地域障害者作品展開催される
身体障害者団体協議会が主催する 令和元年度の地域障害者作品展は開
催地の身体障害者協会の協力の下、９月６日～８日に富山圏域（富山市障
害者福祉プラザ）から始まり、高岡圏域（射水市役所）、砺波圏域（南砺
市じゃんとこい）、新川圏域（立山元気交流ステーション）の県内４会場
で実施され、会員や福祉施設から多くの作品が展示さ
れるとともに、写真教室や陶芸教室で作った作品を展
示し広く県民の方に見ていただき、来場者の方々から
好評を得ていました。
今回の地域障害者作品展開催に伴い、開催地市町村
協会の皆さまに大変ご協力を賜り心から感謝申し上げ
ます。
皆さん上手になりました

第25回

富山県障害者絵画展開催される

第25回富山県障害者絵画展は、10月４日～６日まで
の間、リニューアルされたイオンモール高岡で開催し
ました。
特別出展は、小矢部市の芝井礼子さんにお願いし、
油絵10点を展示していただきました。
今年度も、油絵や日本画、水彩、パステル、ちぎり
絵など約100点の作品が集まり、県内外から多くの方々
に参観いただきました。
また、期間中は地元高岡身障協会の会員の皆様にお
世話いただきありがとうございました。
特別出展

「平泉」

芝井

礼子
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富山県に対する要望事項

富山県身体障害者福祉協会では、身体障害者の処遇改善のため、毎年、富山県知事宛に身体障
害者に係る諸課題について要望事項をまとめた要望書を提出しています。
今年度は、以下のとおり提出しました。
１．防災・災害時の対応について
●避難行動要支援者への支援制度の普及と平時の防災活動への参加の推進を図っていただき
たい。
●一人暮らし障害者などの不安解消のため、近隣住民の支援体制の整備を図っていただきた
い」。
●防災訓練における障害者の福祉避難所への避難訓練には本人も含めて実施していただきた
い。
２．障害者差別解消法及び県条例の普及啓発について
●障害者差別解消法及び富山県条例の一般企業や教育現場での周知を図っていただきたい。
●ヘルプマークの普及啓発も引続き取組んでいただきたい。
３．医療費受給の64歳以降の届け出について
●65歳以降の重度障害者の医療費の申請ついては病院で行えるように各市町村に指導してい
ただきたい。
４．パーキングパーミット制度（仮称）について
●対象者はもちろん一般の方にも理解していただけるよう広報活動に万全を期していただき
たい。
５．高速道路パーキング障害者用トイレの健常者使用不可について
●障害者用トイレが健常者が利用しているため障害者が利用できないことがあるとともに、
健常者が入った後入るとタバコの臭いがしたことがあった。障害者専用表示と禁煙表示を
するよう道路管理者に提起していただきたい。
６．障害者の社会参加促進にため商店等を含む民間施設のバリアフリー化における国・県の助成
制度の充実について
●障害者（車イス利用者）が地域で安心して生活できるよう県として民間のバリアフリー化
の促進と助成制度の充実を図っていただきたい。
７．車イスごと乗車できるユバーサルデザインタクシーの普及について
●県において、車イスごと乗車できるユニバーサルデザインタクシー普及のため、一般タク
シーからの切替時の助成制度を設け普及の促進を図っていただきたい。
８．県及び市町村の障害者雇用の状況資料提出について
●県や市町村における障害者雇用水増し問題における水増し時の雇用状況と最近の雇用状況
が比較できる資料を提出していただきたい。
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