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KSK 令和３年４月号

川身協事務局通信
☆
☆
☆
☆
☆

公益財団法人 川崎市身体障害者協会
川崎市障害者社会参加推進センター
川崎市障害者スポーツ協会
TEL044-244-3975 FAX044-246-6943
E-mail : zksk@nifty.com
ホームページ：http://kawashinkyo.org

公益財団法人 川崎市身体障害者協会 令和3年度 基本方針
令和３年度川身協主要行事予定
☆ ｢市障害者スポーツ大会｣のご案内（4～5月）
青い鳥郵便葉書の無償配布のお知らせ
事務局長新任のごあいさつ
「総合リハビリテーション推進センター」が設置されます

公益財団法人 川崎市身体障害者協会
令和３年度 基本方針
１

公益目的事業の推進
障害者の社会参加の推進及び福祉向上のため、効率的かつニーズに合致した事業の実施を図
りつつ、障害者の日常生活の支援に関する事業等の推進に取り組む。
①市民の障害（者）に対する理解を深めることや、ユニバーサルデザイン 2020 行動計画に言
う心のバリアフリーの推進や建築施設等ハードのバリアフリー水準の底上げ等の実現がな
されるよう、啓発活動・普及活動のより一層の充実に取り組み、障害のある人もない人も支
え合える共生社会の実現を目指す。また障害者の権利を守る活動などを推進する。
②障害者社会参加推進センター事業においては、継続して実施している各種教室や研修等の充
実はもとより、文化活動関連の事業についてはより発展的な実施に取り組む。
③障害者スポーツ協会事業においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催により注目
が集まる中、実施事業の拡充や障害者がスポーツに触れる機会の拡大及び市民の障害者スポ
ーツに対する理解の促進に取り組むとともに、障害者スポーツ協会の体制整備に取り組む。
２ 法人組織体制の整備（人材育成及び財政基盤の強化）
法人組織体制の整備を図るため、職員の資質向上に取り組む。より良い人材の確保や、職員
を研修等へ積極的に参加させ資格取得・スキルアップを図るとともに、労働環境・労働条件の
改善や職員の特性を鑑みた配置を図る。
又、賛助会員を獲得するための活動や寄付金の募集活動に取り組み、法人の財政基盤の強化
を推進する。
３ 障害者関係団体及び関係機関との連携強化
障害者の高齢化、重度化、障害者ニーズの多様化により障害者団体活動が難しくなっている
現状を踏まえ、障害児者が安心して暮らせる社会の実現に関し障害者関係団体がその役割を果
たせるよう、支援に取り組む。
また障害関係以外の様々な関係機関とも有機的に連携し、効果的な事業の実施・活動の実現
に取り組む。
４ 非常災害に備えた取り組み
非常災害時に避難行動や避難所での生活などにおいて障害者が取り残されることがないよ
う、地域や関係団体及び行政機関との連携を図りつつ、非常災害に備える取り組みを推進する。
５ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防
障害者の日常生活の支援に関する事業や法人運営等にあたっては、参加者や関係者、地域を
感染拡大から守るため、必要に応じ事業実施方法の変容等を行い、実施事業において集団感染
が発生しないよう感染の予防等に取り組む。
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令和３年度川身協主要行事予定
令和３年
６月２８日（月）第６６回日本身体障害者福祉大会（オンライン開催）
７月 ４日（日）川崎市身体障害者福祉大会 カルッツかわさき 大会議室
１７日（土）身体障害者ボウリング大会 川崎グランドボウル
１０月 ２日（土）～ ３日（日）政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会及び講演会
ホテルケイエスピー ※川崎当番開催
２３日（土）～２５日（月）第２１回全国障害者スポーツ大会｢三重とこわか大会｣
三重県 三重交通Ｇスポーツの杜伊勢 陸上競技場他
１１月１３日（土）身体障害者グラウンドゴルフ大会 富士見公園内市民広場
２０日（土）川崎市障害者週間記念のつどい とどろきアリーナ（予定）
１２月１２日（日）身体障害者ボッチャ大会 カルッツかわさき 小体育室
令和４年
２月 ５日（土）身体障害者カローリング大会 カルッツかわさき 小体育室
２月１９日（土）市障害者スポーツ大会 ボウリング大会 川崎グランドボウル
上記の他、・障害者のための文化・レクリエーション「カルチャースクール」
・障害者作品展 ・障害者スポーツデー
・誰でもスポーツ広場
・中身館フェスティバル
などを予定しています。日時・会場等は、あらためてご案内いたします。
※予定は中止または変更される場合がございます。予めご了承願います。
必ず直近の情報をご確認ください。

☆ ４月～５月開催の川崎市障害者スポーツ大会のご案内 ☆
《開催日程・開催場所》
第１部

アーチェリー大会

（身体）

第２部

水

カルッツかわさき弓道場
申込受付終了

泳

大

会

（身体・知的・精神）

第３部

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会

陸

上

大

卓

球

大

（身体・知的・精神）
◆

令和３年 ５月

８日（土）

等々力緑地多目的広場 ※荒天時中止
申込期限：令和３年４月 ９日（金）

会

（身体・知的・精神）

第５部

令和３年 ４月２５日（日）
多摩スポーツセンタープール
申込受付終了

（身体・知的・精神）

第４部

令和３年 ４月１１日（日）

令和３年 ５月２３日（日）
川崎市等々力陸上競技場
※荒天時中止
申込期限：令和３年４月 ９日（金）

会

令和３年 ５月２９日（土）
川崎市幸スポーツセンター大体育室
申込期限：令和３年４月２３日（金）

参加を希望される方は、上記の参加申込み期限までに、お住まいの地区の保健福祉
センター、健康福祉ステーション障害者支援担当までお申込みください。
※ 大会は新型コロナウイルス感染症対策を講じて開催されるため、大会へのご参加、
ご来場につきましては、主催者の指示に従っていただきます。
(お問合せ先)
市民文化局市民スポーツ室
電話 ０４４－２００－３５４７
FAX ０４４－２００－３５９９
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青い鳥郵便葉書の無償配布のお知らせ
日本郵便（株）は、重度の身体障がい者および重度の知的障がい者で、受付期間内にご希望い
ただいた方に「青い鳥郵便葉書」を無料で配布します。「青い鳥郵便葉書」は、青い鳥をデザイ
ンしたオリジナル封筒に通常葉書 20 枚を封入したものです。
1 配布対象
（1）重度の身体障がい者：身体障害者手帳に「1 級」または「2 級」の表記がある方
（2）重度の知的障がい者：療育手帳に｢Ａ｣または「1 度」もしくは「2 度」表記がある方
2 受付期間
2021 年 4 月 1 日(木)から同年 5 月 31 日(月)まで
（配布は 2021 年４月 20 日（火）以降となります）
3 配布はがき
（1）通常郵便はがき（無地、インクジェット紙またはくぼみ入り(※)）
（2）通常郵便はがき・胡蝶蘭（無地またはインクジェット紙）
(※)「くぼみ入り」は、視覚障がい者の方が使いやすいように、郵便はがきの表面左下部に
半円形のくぼみを入れ、上下・表裏が分かるようにした郵便はがきです。
4 配布枚数
お一人に付き上記配付はがきの中からいずれか 1 種類を 20 枚
5 お申出方法
（1）窓口でのお申出方法
最寄りの郵便局の窓口に身体障害者手帳または療育手帳をご提示いただき、｢青い鳥郵便葉書
配布申込書｣に必要事項をご記入の上、提出してください。代理の方によるご提出も可能です。
（2）郵送でのお申出方法
適宜の用紙に、『ア 「青い鳥郵便葉書配布申込書」、イ 手帳の種類、ウ 手帳番号、エ 級
別又は程度、オ 住所又は居所及び氏名、カ 希望する葉書種類』を記入して最寄りの郵便局に
郵送してください。
6 配布方法
2021 年 4 月 20 日(火)以降、配達を担当する最寄りの郵便局から届けられます。
※「青い鳥郵便葉書配布申込書」をご提出いただいた郵便局の窓口では受け取ることはでき
ません。

青い鳥郵便葉書配布申込書（整理票）
（用紙は、郵便局の窓口に備え置いています）

お問い合わせ先
日本郵便株式会社 お客様サービス相談センター
0120-2328-86（フリーコール）
携帯電話から 0570-046-666（有料）
受付時間 平日 8:00～21:00、
土・日・休日 9:00～21:00
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事務局長新任のご挨拶
このたび公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局長に着任しました渡部修治（わたなべ しゅう
じ）と申します。
これまで川崎市では区役所や教育委員会事務局等での勤務ののち、公益財団法人川崎市国際交流協
会、同じく生涯学習財団での勤務を経て現在に至っています。
仕事をする上での私のモットーは「明るく、楽しく」です。また、サミュエル・ウルマンの詩「青
春」の一節「青春とは人生のある期間をいうのではなく、心の持ち方を言うのだ。」を座右の銘とし
ています。
詩はこの後に「年を重ねただけでは人は老いない。理想を失ったときに初めて老いる。」と続きます。
コロナ禍で明るい話題が少ない現在ですが、気持ちは前向きでいきましょう。

「総合リハビリテーション推進センター」が設置されます
障害者・高齢者等が可能な限り住み慣れた場所で暮らし続けることができるように、年齢や疾病、
障害の種別で限定しない、全世代・全対象型のリハビリテーション体制の整備と、質の高い保健医療
福祉サービスを地域の中で包括的に提供していくために「総合リハビリテーションセンター」が設置
されます。
それに伴う組織改正により下記のとおり機能や名称等の変更がありますので、ご確認ください。ま
た、各施設で提供されるサービスについてはそれぞれの施設にお問い合わせください。
旧体制

新体制

精神保健福祉センター
障害者更生相談所
・障害者更生相談所（南部地域支援室）
・井田障害者センター
・百合丘障害者センター

総合リハビリテーション推進センター
（総務・判定課、企画・連携推進課、こころの健康課）
・南部地域支援室
・中部地域支援室
・北部地域支援室

精神保健福祉センターのうち
・ひきこもり・思春期相談※1
こころの相談所

※2

ひきこもり地域支援センター（委託）
※1 ひきこもり・思春期相談についてはひきこもり支援は委託となり、思春
期相談はこころの健康課の業務となります
※2 こころの相談所（依存症などのご相談）は移転しません

総合リハビリテーション推進センター
住 所：〒210-0024 川崎区日進町 5-1
川崎市複合福祉センターふくふく ２階
ＴＥＬ：044-223-6719 ＦＡＸ：044-200-3974

南部地域支援室
住 所：〒210-0024 川崎区日進町 5-1
川崎市複合福祉センターふくふく ２階
ＴＥＬ：044-200-0834 ＦＡＸ：044-200-3974

中部地域支援室
住 所：〒211-0035 中原区井田 3-16-1
中部リハビリテーションセンター内
ＴＥＬ：044-750-0686 ＦＡＸ：044-750-0671

北部地域支援室
住 所：〒215-0011 麻生区百合丘 2-8-2
北部リハビリテーションセンター内
ＴＥＬ：044-281-6621 ＦＡＸ：044-966-0282

発行人 神奈川県障害者定期刊行物協会
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町 1752 番地
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール 3Ｆ 横浜市車椅子の会内
編集人 公益財団法人川崎市身体障害者協会事務局
〒210-0834 川崎市川崎区大島 1-8-6 南部身体障害者福祉会館 3Ｆ

頒価 10 円

