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6月 3日（水）
～4日（木）

10月21日（水）
～22日（木）

12月 5日（土）
～6日（日）

1月下旬又は
2月上旬

7月 5日（日）
（予定）

9月下旬
（予定）

6月 8日（月）

9月 5日（土）

10月18日（日）

福井県社会福祉センター

第６５回　日本身体障害者福祉大会（ひろしま大会）

第４０回　通常総会

障がい者相談員研修会

福井しあわせスポーツフェスタ
　※マレットゴルフ競技{予定}（身障連担当）

ふれあい障がい者ボウリング大会

第６６回　福井県身体障がい者福祉大会

第２４回　日身連中部ブロック身障者相談員研修会

第２１回　福井県障がい者ハートフル文化祭

新春のつどい

福井県国際交流会館

福井運動公園内
陸上競技場他

ワイプラザ　ボウリング場

大野市『結とぴあ』  多田記念
大野有終会館  多目的ホール

富山県　魚津市　金太郎温泉

ショッピングシティ・ベル
あじさいホール

未　定

広島県立総合体育館
※新型コロナウイルス感染拡大
　防止の為中止

期　　日 行　事　予　定 会　　　場

令和２年度　行 事 計 画令和２年度　行 事 計 画

皆さまの温かいお気持ちが障害者福祉を支えています！
賛助会員加入のご案内

皆さまの温かいお気持ちが障害者福祉を支えています！

賛助会員ご入会ありがとうございます！
県身障連賛助会員にご入会いただきました皆様方のご支援に対し、心より厚くお礼申し上げます。
新規・継続入会の方々のご芳名を掲載させていただきます。【入会順】

☆　㈱総和ハウジング 様 ☆　日本オストミー協会 様 
☆　福井県腎友会 様 ☆　清水　一郎 様 ☆　夛田　俊一 様

２月～４月入会

小浜市　内藤美子小浜市　内藤美子 視覚

陽のにおい　風のにおいに　春を知る俳句

成長期　アンタゴニズム　反抗期
褒めて　トップか　学習活気

短歌

大野市　竹内紀子大野市　竹内紀子 視覚

早乙女が描く　田園シンフォニー俳句

　身体障がい者相談員、県肢体障害者福祉協会監事を務めるなど、障害者福祉に貢献され、永年
障害者の更生援護に尽力された功績が認められ、令和２年２月１７日、第６９回障害者自立更生等
厚生労働大臣表彰を受賞されました。おめでとうございます！

第69回障害者自立更生等厚生労働大臣表彰受賞される！
◇更生援護功労者◇　久保　キヌ子 氏（現　福井市身体障害者福祉連合会理事）

（一社）福井県身体障害者福祉連合会は、共生社会の実現や社会参加を推進するための啓発活動
や地域活動などをとおして、広く県民への障がい理解を深めるためにさまざまな活動に取り組ん
でいます。また、国や県の福祉施策に対しての要望も行っています。
　賛助会員制度は厳しい財政状況の中で、このような活動を支える大切な制度の一つになってい
ます。是非、当連合会の趣旨にご賛同いただき、ご支援やご協力をよろしくお願いいたします。

◆賛助会員年会費
　　　【個人】２,０００円（一口）　　【企業・団体】１０,０００円（一口）
　　※お一人（一企業・一団体）何口でもご入会いただけます。

◆お申込方法
　　入会申込書に、お名前、ご住所、口数を記入して事務局までお願いします。
　　振込の場合は、お電話をくださり、下記口座までお願いします。

TEL：0776－27－1632　FAX：0776－25－0267
福井銀行　松本支店　　普通預金　口座番号　11318
口座名義　一般社団法人　福井県身体障害者福祉連合会

賛助会員加入のご案内

視覚大野市　西田健治大野市　西田健治

表情と併せて語る手話の指川柳

肢体

※文芸コーナーでは、川柳・短歌・俳句等、皆さまから
の作品を募集しています。紙面でご紹介いたしますの
で、ふるってご応募ください！

※文芸コーナーでは、川柳・短歌・俳句等、皆さまから
の作品を募集しています。紙面でご紹介いたしますの
で、ふるってご応募ください！坂井市　阪下喜美子坂井市　阪下喜美子

この「県身障連会報」は、たけふ福祉工場で印刷したものです。

令和２年５月２５日 第７７号（４）
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〒910-0026
福井市光陽2丁目3-22　福井県社会福祉センター内 ホームページ

TEL 0776-27-1632　FAX 0776-25-0267 https：//www.normanet.ne.jp/̃fukui/



年賀状や会計報告書を作りたい！ 

インターネットやメールの使い方を知りたい！

撮ったままのデジカメ写真をパソコンに入れたい！

あるいは、 ちょっとパソコンを体験してみたい！

iPad や支援機器がどんなものか試してみたい！

…などなど、

　是非お気軽にご利用ください！

大野市天神町1-19  ２階 201
福井市光陽2丁目3-22　県社会福祉センター 1階
福井市光陽2丁目3-22　県社会福祉センター 1階

越前市塚町101　3階　会議室C
坂井市三国町神明一丁目4-20  第５会議室

三方上中郡若狭町市場18-18　会議室

　 障がい者の財産や金銭問題、 年金、 労働問題、 日常生活のさまざまな相談に応じます。身体 ・知的 ・精神に
障がいのある方、 ご家族、 関係者の方が対象です。（無料）秘密は厳守します。 安心してご相談にお越しください。
（予約も可能です）　

（一社）福井県身体障害者福祉連合会
障がい者110番

〒910-0026　福井市光陽2丁目3-22　県社会福祉センター 1階
TEL 0776-27-0110　FAX 0776-25-0267　Email fsc@fki.fitweb.or.jp

障がい者の方の

武生商工会館　３階  会議室B、C 13:00～15:00
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

8/　8（土）

三国コミュニティーセンター　第1、2会議室 13:00～15:00
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

9/12（土）

パレア若狭　研修室A、B 13:00～15:00
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

10/10（土）

多田記念大野有終会館　２階  202、203 13:00～15:00
専門相談（弁護士）、心の相談（精神保健福祉士）、一般相談（11：00～）

11/　7（土）

県社会福祉センター　１階  大会議室 13:00～15:00
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

1/16（土）

（越前市）

（坂井市）

（若狭町）

（大野市）

（福井市）

障

が
い者110番

ヘルプマーク（ストラップ型）配布開始！ヘルプマーク（ストラップ型）配布開始！

《従来のヘルプカードに加え、3/26 より新たにストラップ型のヘルプマークも配布しています。》

　ヘルプマークは、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に

配慮を必要としていることを知らせることができるものです。

　対象者は、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、

援助や配慮を必要としているすべての方々です。（障害者手帳の有無は問いません）

配布窓口　　※ご家族や支援者等の代理の方への配布も可能です。

○福井県障がい福祉課

○一般社団法人　福井県身体障害者福祉連合会

○特定非営利活動法人　福井県手をつなぐ育成会

○各健康福祉センター〔福井、坂井、奥越、丹南（鯖江、武生）、二州、若狭〕

○総合福祉相談所

○こども療育センター

○福井県難病支援センター

○県内各１７市町（福祉関係課）

得られる配慮の例

　①　電車・バス等、公共交通機関での優先座席の利用　

　②　駅や商業施設等で、声をかけてもらうなどの配慮

　③　災害時に、安全に避難するための配慮

　ほかにも、視覚や聴覚に障がいがある、また発達障害や高次脳障害があり状況把握が難しい、

肢体に障がいがあり自力での迅速な行動が困難等、様々なケース時の配慮が想定できます。

裏面に貼付できるシールを同封しており、
氏名やお願いしたいこと等を記入できます。

〇ストラップ型 〇カード型

このカードの裏にお願いしたい

ことが書いてあります。

ふりがな

名　　前

生年月日 年　　　　月　　　　日 血液型（　　　型）

住　　所

緊急連絡先

かかりつけ
医療機関
お願いしたいこと

【表面】

【裏面】

令和２年５月２５日令和２年５月２５日 第７７号（２）（３）第７７号
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TEL：0776－27－1632　FAX：0776－25－0267
福井銀行　松本支店　　普通預金　口座番号　11318
口座名義　一般社団法人　福井県身体障害者福祉連合会

賛助会員加入のご案内

視覚大野市　西田健治大野市　西田健治

表情と併せて語る手話の指川柳

肢体

※文芸コーナーでは、川柳・短歌・俳句等、皆さまから
の作品を募集しています。紙面でご紹介いたしますの
で、ふるってご応募ください！

※文芸コーナーでは、川柳・短歌・俳句等、皆さまから
の作品を募集しています。紙面でご紹介いたしますの
で、ふるってご応募ください！坂井市　阪下喜美子坂井市　阪下喜美子

この「県身障連会報」は、たけふ福祉工場で印刷したものです。
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〒910-0026
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