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◎今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止または延期になる場合があります。

第41回　通常総会

第２回　理事会　　　※通常総会終了後開催

第66回　日本身体障害者福祉大会

福井しあわせスポーツフェスタ

第３回　理事会

ふれあい障がい者ボウリング大会（予定）

第67回　福井県身体障がい者福祉大会

第25回　日身連中部ブロック身障者相談員研修会

第22回　福井県障がい者ハートフル文化祭

新春のつどい

第４回　理事会

福井県社会福祉センター

福井県社会福祉センター

［日身連］主催
（オンライン配信）

福井県営体育館他

7月17日（土）
（予定）障がい者相談員研修会 福井県生活学習館

福井県社会福祉センター

ワイプラザ　ボウリング場
（予定）

あわら市文化会館（予定）

富山県　宇奈月温泉

ショッピングシティ・ベル
あじさいホール

未定

福井県社会福祉センター

期　　日 行　事　予　定 会　　　場

令和3年度　行 事 計 画令和3年度　行 事 計 画

（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。

　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】

☆橋本　貞夫 様 ☆清水　一郎 様 ☆夛田　俊一 様
☆坪田　のり子 様 ☆匿　名 様

4月30日現在

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
障がい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！ ２月～４月入会

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

　県身障連では、お中元商品として次の商
品を取り扱っています。標準小売価格より
２～３割引きと、お得になっていますので、
ぜひご利用ください。
　ご購入ご希望の方は、お住まいの市町の
身体障害者福祉連合会（福祉協会）または、
県身障連事務局までお申し込みください。
　この売上の一部が、当連合会の大切な自
主財源となっております。
※取扱期間　６月１日～７月３０日

　ＪＲジパング倶楽部身体障害者特別会員制度
は、特急券、座席指定券等が割引になるというも
ので、年会費や加入年齢が一般会員より優遇され
ています。
　身体障害者手帳で乗車券が半額になることに加
えて、この制度を積極的に活用し社会参加を進め
ていただきたいと思います。なお、更新手続きは
自己申請なので、１年間の有効期限にご留意の上、

鯛の奏で（つゆ付）90ｇ×10 束
麺のしらべ 90ｇ×14 束
島原のれん 90ｇ×14 束
島原小町 50ｇ×18 束
麦作 90ｇ×14 束
麺ごころ（木箱）50ｇ×40 束
麺ごころ 50ｇ×30 束 1,950円

2,650円
1,700円
1,700円
1,930円
2,050円
2,200円

2,900円

3,750円

2,600円

2,400円

2,930円

3,050円

3,240円

商　　　品 特別販売価格
（税込）

標準小売価格
（税込）

お中元商品（㈱イトメン）の販売お中元商品（㈱イトメン）の販売

手続きをされるようお願いします。（郵送でも可
能です）
１．加入年齢　　　男性　満６０歳
　　　　　　　　　女性　満５５歳
２．年会費が必要となります。
　　詳しいことは事務局にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
　（一社）福井県身体障害者福祉連合会
　TEL：０７７６－２７－１６３２　FAX：０７７６－２５－０２６７

JRジパング倶楽部身体障害者特別会員JRジパング倶楽部身体障害者特別会員

賛助会員加入のご案内

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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編集・発行
一般社団法人　福井県身体障害者福祉連合会
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福井県障害者社会参加推進センター
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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/

ホームページをリニューアルしましたので、ぜひご覧ください。



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！

　 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。
（事前予約もできます）内容により、 弁護士や社会保険労務士、 精神保健福祉士、 社会福祉士に相談できます。
　※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止になる場合があります。

（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 0776-27-1632　FAX 0776-25-0267　Email fsc@fki.fitweb.or.jp

障がい者の方の

大野市生涯学習センター 13:00～15:00
学びの里「めいりん」　２階　洋室（小）１、２
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

7/10（土）

武生商工会館　３階　会議室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～）

8/　7（土）

福井県社会福祉センター　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～）

10/　2（土）

小浜市働く婦人の家　２階  視聴覚研修室 13:00～15:00
専門相談（弁護士・社会保険労務士）、一般相談（11：00～）

11/　6（土）

※坂井地区開催予定（９月）

（大野市）

（越前市）

（福井市）

（小浜市）

障

が
い者110番

※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！

鼻かんだ　チリ紙さえも　個人情報川柳

診療や　反転更生パニックか
犠牲者大なり　柔軟対応

短歌

視覚

視覚大野市　竹内　紀子大野市　竹内　紀子

越前市　上坂　則夫越前市　上坂　則夫

　２月２０日（土）、福井県国際交流会館において、令和２
年度の障がい者相談員研修会が開催されました。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため参加人数が制限され、約５０名
の障がい者相談員が参加されました。
　今回は、「性の多様性の理解と人権について」と題して、
仁愛大学の織田暁子先生にご講演をいただき、性の多様性に
関する基本的理解や現状について学ぶ貴重な機会となりまし
た。
　自分が思う性とからだの性は必ずしも同じではなく多様で

あること、日本の社会では、性的マイノリティに対して今も
偏見や差別があり、当事者は様々な困難を抱えていること、
注意するべき言葉や必要な配慮、世界各国の法制度にも触れ、
事例を交えながら説明していただきました。また、相手のト
ーンに合わせる、いっしょに考える、適切な相談窓口を紹介
する等、対応方法についてもお話がありました。
　誰もが地域の中で安心して相談できるよう、相談員の心構
えとして、常に人権への配慮が求められるということをあら
ためて学びました。

◇第66回  日本身体障害者福祉大会【日身連主催】◇
～コロナ禍を超え、強い絆で～

日身連会長表彰受賞決定！～　炭谷　一男 氏
（あわら市身体障害者福祉協会会長、県身障連理事）

6/28 ライ
ブ配信開

催

大会式典の模様は、YouTube によるライブ配信（手話通訳・字幕あり）を予定しています。
　　　　　【日時】令和 3年 6月 28 日（月）　午後１時～（約 2時間）

令和２年度　障がい者相談員研修会開催される！令和２年度　障がい者相談員研修会開催される！

文芸コーナー文芸コーナー

令和３年５月２５日令和３年５月２５日 第８１号（２）（３）第８１号
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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

　県身障連では、お中元商品として次の商
品を取り扱っています。標準小売価格より
２～３割引きと、お得になっていますので、
ぜひご利用ください。
　ご購入ご希望の方は、お住まいの市町の
身体障害者福祉連合会（福祉協会）または、
県身障連事務局までお申し込みください。
　この売上の一部が、当連合会の大切な自
主財源となっております。
※取扱期間　６月１日～７月３０日

　ＪＲジパング倶楽部身体障害者特別会員制度
は、特急券、座席指定券等が割引になるというも
ので、年会費や加入年齢が一般会員より優遇され
ています。
　身体障害者手帳で乗車券が半額になることに加
えて、この制度を積極的に活用し社会参加を進め
ていただきたいと思います。なお、更新手続きは
自己申請なので、１年間の有効期限にご留意の上、

鯛の奏で（つゆ付）90ｇ×10 束
麺のしらべ 90ｇ×14 束
島原のれん 90ｇ×14 束
島原小町 50ｇ×18 束
麦作 90ｇ×14 束
麺ごころ（木箱）50ｇ×40 束
麺ごころ 50ｇ×30 束 1,950円

2,650円
1,700円
1,700円
1,930円
2,050円
2,200円

2,900円

3,750円

2,600円

2,400円

2,930円

3,050円

3,240円

商　　　品 特別販売価格
（税込）

標準小売価格
（税込）

お中元商品（㈱イトメン）の販売お中元商品（㈱イトメン）の販売

手続きをされるようお願いします。（郵送でも可
能です）
１．加入年齢　　　男性　満６０歳
　　　　　　　　　女性　満５５歳
２．年会費が必要となります。
　　詳しいことは事務局にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
　（一社）福井県身体障害者福祉連合会
　TEL：０７７６－２７－１６３２　FAX：０７７６－２５－０２６７

JRジパング倶楽部身体障害者特別会員JRジパング倶楽部身体障害者特別会員

賛助会員加入のご案内

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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一般社団法人　福井県身体障害者福祉連合会

E-mai l  fod@fki .f i tweb.or . jp
福井県障害者社会参加推進センター

E-mai l  fsc@fki .f i tweb.or . jp

〒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/

ホームページをリニューアルしましたので、ぜひご覧ください。


