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第58回日本身体障害者福祉大会（北海道・札幌大会）

－ 第３号 －

栄えある受賞　おめでとうございます
☆日本身体障害者団体連合会会長表彰☆

山口市 吉 村 　 隆 山 口 県 腎 友 会

　7月30日（火）、山口県総合保健会館（多目
的ホール）において、85名の参加者で開催し
ました。
　主催者である一般社団法人山口県身体障害者
団体連合会の番屋元生会長の挨拶に続き、「障
害者権利条約批准に向けた国内法整備の動向」
と題して、社会福祉法人日本身体障害者団体連
合会の森祐司常務理事さんより講演を頂きまし
た。続いて「障害者総合支援法及び山口県の障
害者福祉施策の動向について」と題して、山口

県健康福祉部障害者支援課在宅福祉推進班の中
村藤夫主幹より講演を頂きました。
　今回の演題は少々難しい内容ではありました
が、私どもが今受けている障害者の福祉サービ
ス等はどのような法律等で実施されているのか、
今一度再確
認する良い
機会になっ
たことだと
思います。

　「北の大地から絆でつなぐ被災地復興の加速
と支援体制の充実を全国の仲間と共生社会に発
信」をテーマに 5月27日（月）・28日（火）の 2日
間にわたり、北海道札幌市において、全国各地
から2000人を超える方々が参加され盛大に開催
されました。当県からも53名が参加しました。
　第 1日目は、札幌エルプラザにおいて、午前
中は日本身体障害者団体連合会評議員会が開催
され、新役員の選任等が行われました。午後か

らは、政策協議として、衛藤晟一内閣総理大臣
補佐官による基調講演、シンポジウム「障害者
差別解消法案の成立にむけて」が開催されまし
た。第 2 日目は、北海道立総合体育センター
（北海きたえーる）において、大会式典と議事
が行われ、大会宣言・大会決議が満場の拍手で
採択されました。
　研修旅行の一行は、札幌市から南へ向けて名
湯（登別・湯川）を満喫しました。

羊ヶ丘にて
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知っているようで知らない　障害者マークの紹介　

身体障害者標識
(身障者マーク )

各警察署
交通安全協会

　肢体不自由者が運転する自動車に貼る標識で、道路交通法に定めら
れています。
　肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方は、そ
の障害が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、この標識
を表示して運転するよう努めなければなりません。なお、このマーク
をつけた車両への幅寄せや割り込み行為は禁止されています。

その②

マーク 名　称 マークの意味 関連機関

　6月15日（土）、山口県社会福祉会館にて開
催されました。開講式後、参加者は写真講座・
手芸講座・書道講座の教室に分かれ、熱心に受
講しました。
　各講座は、年4～5回開催し、芸術に興味を持

開講式の様子

書道講座の様子手芸講座の様子

写真講座の様子

つ県内の障害者を対象に、山口県障害者芸術文
化祭等に向けて作品を製作、入賞を目指すこと
を目標に、芸術活動を通じて障害者同士の交流
を図ることを目的に開催しています。

　7月28日に開催予定の平成25年度囲碁・将棋・オセロ大会は山口島根豪雨
により、9月1日に延期としておりましたが、台風15号の接近に伴い開催中
止となりました。ご参加を予定されておりました皆様には、大変ご迷惑をお
かけいたしまして申し訳ありませんでした。来年度のご参加をお待ちしてお
ります。
　被災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。



　料理、ペン習字、裁縫に興味がありチャレンジしてみたい障害者を対象に下記の 3 教室を行います。
　この教室で学んだことを生かし、より有意義な日常生活を送れるよう気軽に参加してみませんか??

維新の郷　第3号　③平成25年 9月

平成25年度　生活訓練講座　受講生募集！

平成25年度　障害者向けパソコン教室（初級）　受講生募集！

☆内　　容

☆開催日時

☆会　　場

☆参 加 費

☆募集定員

☆受講申込

☆申込に当
っての注
意事項

【問い合わせ先】

季節に合わせた料理
手軽にできる料理等

平成25年10月　6　日（日）
平成26年　1　月26日（日）
共に10：00～

しらさぎ会館
（山口市堂の前町1－5）

1回　1,000円

各　20名程度

受講申込書に必要事項を記入され、開催日の1ヶ月前までに下記事務局へ送付して下さい。

・受講にあたり、必要な介助者等（手話通訳者・要約筆記者を含む）は、各自で手配ください。
・受講申込された方には、開催日の10日前までに、最終案内を送付します。
・ご不明な点は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

一般社団法人　山口県身体障害者団体連合会　
〒753-0072　山口市大手町9－6　山口県社会福祉会館2F
TEL.083-928-5432　FAX.083-928-5436

☆日　　時

☆会　　場

☆受講条件

☆募集人員

☆講　　師

☆内　　容
　（予定）

★受講申込
締 切 日

★受講申込
　方　　法

【問い合わせ先】

第1回目　平成25年11月10日（日）　 13：30～16：30
第2回目　平成26年　1　月19日（日）　 

山口県社会福祉会館　2階　第4会議室（山口市大手町9－6）

山口県在住者で、障害者手帳を取得されている方〈初心者の方大歓迎〉

10名程度　～初めての方を優先します～ 

（サポート）山口県障害者パソコンボランティアのみなさん

〈受講生に合わせて進めていきます。〉
・パソコンの基本操作・Wordの基本 or Excelの基本・インターネットの利用・電子メールの使用・その他

第1回目　平成25年10月28日（月）
第2回目　平成26年　1　月 6　日（月）

受講申込書に必要事項を記入し、下記事務局に送付してください。
FAXでの送付も可能ですが、必ず着信を確認してください。
※受講決定は、開催日10日前までにお知らせします。

山口県障害者社会参加推進センター 　
〒753-0072　山口市大手町9－6　山口県社会福祉会館2F
TEL.083-928-5432　FAX.083-928-5436

住所・氏名を丁寧に書く
年賀状の書き方　　等

平成25年11月10日（日）
平成26年　1　月19日（日）
共に10：00～12：00

山口県社会福祉会館　会議室
　（山口市大手町9－6）

1回　　500円

ボタンつけに挑戦
衣類の補修の方法　等

料理 ペン習字 裁縫

受講料
無　料
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○第50回重症心身障害児（者）を守る全国大会開催
　　7月20日（土）～21日（日）の二日間にわたり香川県高松市
サンポートホール高松で全国から会員・関係者
1,000名が集い盛大に開催されました。昨今、
障害児者をめぐる諸制度がめまぐるしく変革し
ている中で、今大会で厚生労働省の障害福祉課
長から行政説明があり障害児者をめぐる制度に
ついて、良い勉強の場となりました。

重症心身障害児（者）を守る全 大会開催

山口県重症心身障害児（者）を守る会からのお知らせ

○平成26年度（2014年度）訓練生募集のお知らせ
　広島障害者職業能力開発校では，平成26年度の訓練生の募集を行い
ます。興味のある方は，ご相談ください。見学の際は，事前にお問い合
わせください（電話またはFAX）。
※連絡先　広島市南区宇品東四丁目1－23
　TEL：082－254－1766　FAX：082－254－1716
ホームページ　http://www4.ocn.ne.jp/~noukaihp/

国立県営　広島障害者職業能力開発校からのお知らせ

一般財団法人　山口県手をつなぐ育成会からのお知らせ

平成25年度きららの会クリーン作戦の様子

※募集する訓練科目等の概略（詳細については募集要項をご覧ください。ホームページにも掲載しています）

※第２回選考は、第１回選考で定員に満たない科のみの選考です。

訓練科目

ＣＡＤ技術科
情報システム科
Ｗebデザイン科

ＯＡ事務科

事務実務科
（精神障害のある方対象）
事務実務科
（重度視覚障害のある方対象）
総合実務科

応募対象者

知的障害以外の障害のある方

知的・精神障害以外の身体障
害・難病のある方
知的障害以外の精神・発達・高
次脳機能障害のある方
知的・精神障害以外の重度視覚
障害のある方
知的障害のある方

第１回選考
募集期間

平成25年　9　月　2　日㈪

～

平成25年10月22日㈫

平成25年　9　月20日㈮

～

平成25年10月31日㈭

第２回選考
募集期間※

平成25年12月18日㈬

～

平成26年　2　月　6　日㈭

平成25年12月18日㈬
～

平成26年　1　月30日㈭

訓練
期間

２年

１年

○第40回手をつなぐ育成会福祉・教育振興山口県大会（山口・防府ブロック大会）
　　日　時：平成25年10月27日（日）
　　内　容：式典・講演・シンポジウム・本人話し合い・本人レクリエージョン・デイケア
　　会　場：防府市公会堂
　　副会場：防府市文化福祉会館
　　参加者：700名
○平成25年度きららの会クリーン作戦
　　日　時：平成25年　8　月18日（日）
　　場　所：菊ヶ浜（萩市）
　　参加者：山口県内に在住する知的障害児（者）
　　　　　　身体障害児（者）　参加者50名
○平成25年度きららの会勉強会
　　日　時：平成25年12月　　　場所・内容：未定

　＊問い合わせ先＊
　　山口県手をつなぐ育成会事務局（担当：浜本）
　　TEL：083－925－2424　FAX：083－925－2212
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Ｖｏｌ.2

＊団 体 名＊

＊法 人 認 証 年 月 日＊

＊主たる事務所の所在地＊

＊代 表 者＊

＊目 　 的＊

＊主 な 活 動 内 容＊

＊構 成 団 体＊

平成20年 5 月13日

〒751-0823　下関市貴船町三丁目1番43号

　　　　　　　（下関市身体障害者福祉センター内）

TEL.083-231-9269　FAX.083-224-2302

E-mail：sc.shimo@ceres.ocn.ne.jp

理事長　金原　洋治

下関市に居住する身体障害者に対して、各種相談事業をはじめ、社会参加

促進及び会員相互の連絡調整・援助・啓発等に関する事業を行い、下関市

における身体障害者の福祉の向上と、社会への完全参加と平等の実現を目

指し、もって社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

○身体障害者の相談に応じる事業

○身体障害者の社会参加促進に関する事業

○身体障害者のスポーツ、レクリエーションに関する事業

○身体障害者団体の連絡調整及び助言並びに援助に関する事業

○身体障害者福祉に関する研修・啓発に関する事業

○その他目的達成のために必要な事業

特定非営利活動法人
下関市身体障害者団体連合会

市長要望の様子 総会の様子

・下関市肢体障害者福祉協会

・下関市視覚障害者福祉会

・下関市聴覚障害者福祉協会

・下関市腎臓友の会

・下関市オストメイト友の会

・菊川町身体障害者互助福祉更生会

・豊田町身体障害者互助更生会

・豊浦町身体障害者福祉更生会

・豊北町身体障害者福祉更生会



第１９回山口県障害者芸術文化祭
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（いしんのさと）表紙の題字は、田端游雲　氏

1．作品部門及び作品の大きさ（額装含む）
　⑴　絵画（洋画・日本画・俳画） …………… 縦＋横＝200cm以内
　⑵　書道（漢字・かな等） …………………… 縦＋横＝150cm以内
　⑶　写真（デジカメ含む） …………………… 四つ切・ワイド四つ切
　⑷　手芸（洋裁・和裁・刺繍等） …………… 縦＋横＝250cm以内
　⑸　工芸（陶器・木材・ちぎり絵等） ……… 縦＋横＝250cm以内
　⑹　文芸（詩集、随筆集等） ………………… 縦＋横＝100cm以内
　⑺　俳句・短歌（短冊・色紙） ……………… 短冊・色紙

2．応募作品について
　⑴　応募作品は、1人（団体）1点とする。　　※合同作品と個人作品を兼ねてはいけない。
　⑵　応募作品は、額装・軸装・軽量パネル等で仕上げ、展示ができること。
　　　特に、画用紙・半紙のみの出品、額無し写真での応募は出来ません。
　　　ガラスパネルは割れる可能性があるため、できるだけ避けてください。
　⑶　規定外の大きさの作品は、審査対象外となり展示できない場合もあります。
　⑷　応募作品（包装資材も含む）には、必ず取りまとめ事務局名及び応募者氏名を記入のこと。

3．応募資格
　⑴　応募者は、山口県内に居住している障害者。
　⑵　応募作品は、未発表（芸術文化祭のための作品を制作したもの）に限る。

4．応募方法　　　　　　　　　＝　厳守してください　＝
　　作品申込書、題名カードを記入のうえ、10月15日（火）までにとりまとめ事務局へ提出すること。

5．その他
　⑴　過去の芸術文化祭において最優秀賞及び第18回（平成24年）県知事賞を受賞された応募作品は、特別
出展（審査対象外作品）として展示し、一般の出展はできません。

　　　ただし次回（第20回文化祭）は、通常通り応募することができます。
　⑵　応募作品の内容の不備がある場合等、応募をお断りすることがあります。
　　　【例】作品大きさが規格外の場合
　　　　　　作品申込書の提出期限締切を過ぎての申込の場合
　　　　　　審査会までに作品提出が間に合わない場合　等
　⑶　展示方法（レイアウト）に指定がある際は、写真または図を作品申込書に同封してください。
　⑷　応募作品の取り扱いについては慎重に取り扱いを行いますが、展示が難しい作品、壊れやすい作品に
ついては一切の責任を負いかねますので、ご理解願います。

6．事務局（問合せ先）
　　山口県障害者社会参加推進センター
　　〒753-0072　山口市大手町9－6　山口県社会福祉会館内
　　TEL.083－928－5432　FAX.083－928－5436
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