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川身協事務局通信
☆
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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４年度 基本方針
令和４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（4～6月）
「中部リハビリテーションセンター井田体育館」再開のご案内
青い鳥郵便葉書の無償配布のお知らせ

公益財団法人 川崎市身体障害者協会
令和４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し、心のバリアフリーの推進、
建築施設等ハード面のバリアフリー水準の底上げ、障害者の権利を守る活動の推進など、
啓発・普及活動のより一層の充実に取り組み、もって市民の障害（者）に対する理解を
深めるための活動を推進する。
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、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。
④各種事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の予防のため、確
実な感染対策の実施や必要に応じた実施方法の変更等に取り組む。

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。
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令和４年度川身協主要行事予定
令和４年
６月２０日（月） 第６７回日本身体障害者福祉大会ふくおか大会（オンライン開催）
７月 ３日（日） 川崎市身体障害者福祉大会 会館とどろき けやき
７月２３日（土） 身体障害者ボウリング大会 川崎グランドボウル
９月１０日（土）～１１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（千葉市）
１０月 １日（土） 身体障害者ボッチャ大会 カルッツかわさき
１０月２９日（土）～３１日（月） 第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
カンセキスタジアムとちぎ他
１１月１１日（金） 関東甲信越静ブロック身体障害者相談員研修会（埼玉県）
１１月１９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
１２月 ３日（土） 川崎市障害者週間記念のつどい（手をつなぐフェスティバル内）
とどろきアリーナ
身体障害者カローリング大会 カルッツかわさき
令和５年
１月２８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
２月１９日（日） 市障害者スポーツ大会ボッチャ大会
高津スポーツセンター
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
障害者スポーツプログラム、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～６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 競 技大 会

卓

球

大

（身体・知的・精神）
◆

令和４年 ５月１４日（土）
等々力緑地多目的広場 ※荒天時中止
申込期限：令和４年４月 ８日（金）

（身体・知的・精神）

第５部

令和４年 ４月２４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４年 ４月１０日（日）

令和４年 ５月２９日（日）
川崎市等々力陸上競技場
※荒天時中止
申込期限：令和４年４月 ９日（金）

会

令和４年 ６月

４日（土）

川崎市高津スポーツセンター大体育室
申込期限：令和４年４月２２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、お住まいの地区の地域みまもり
支援センター、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

昭和 51 年 12 月 22 日
第三種郵便物許可
（毎月 18 回 2,3,4,5,6,7 の付く日発行）
令和 3 年 12 月 25 日発行 KSK
通巻第 7551 号
川身協事務局通信 第 353 号(3)

「中部リハビリテーションセンター井田体育館」再開のご案内
令和３年３月より大規模修繕工事のため利用を停止しておりました、リハビリテーション福祉セン
ター体育館・プール（所在地：中原区井田３－１６－１）につきまして、無事工事が終了しました。
所在地がわかりやすいように名称を「中部リハビリテーションセンター井田体育館・井田プール」と
改め、５月より利用を再開いたします。
これまでの貸館に加えて、スポーツや健康づくりに関する各種相談などにも対応していけるよう、
取り組んでいく予定です。詳細については、後日、配布物やホームページ（下記）にてお知らせして
いきます。
１．リニューアルオープン
体育館：５月６日（金）
プール:７月下旬(夏季のみ）
２．貸館利用予約
・４月１日から受付を開始します。
・翌月の利用希望を申請していただき、井田体育館で調整をして利用日時をお知らせします。
・翌月希望申請の締切りは、４月（５月希望分）については１５日、５月以降（６月以降希望分）
については毎月１日となります。締切以降の利用希望は、調整後の空枠、キャンセル枠について、
随時、井田体育館電話にて受付けます。
・利用申請前に、団体登録が必要です。
・市ホームページから翌月の利用希望申請、空枠の確認ができるようになりました。
（従来通りファックス、窓口持参にても申請できます）
３．内覧日程
リニューアルオープンに先立ち、体育館、プールを御覧いただける日を設けました。
申込は不要です、直接お越しください。
４月１９日（火）～２２日（金）いずれも午前１０時～正午１２時、午後１時～３時
４．大規模修繕工事内容
体育館（一部改修) ：空調設備の導入、アリーナ（床面）の全面張替え
トレーニングルーム新設（バリアフリー対応トレーニング機器導入）など
プール（全面改築）
：屋外２５ｍ×４コース（一部日除けテントあり、幼児プール併設）
更衣室棟新設
５．交通案内
・ＪＲ武蔵小杉駅より、市営バス杉０２
井田病院行 中原老人福祉センター
入口下車徒歩５分
・東急溝の口駅より、東急バス溝２２
蟹ヶ谷行 蟹ヶ谷下車徒歩１５分
・東急日吉駅より、東急バス日２３
さくらが丘行 さくらが丘下車徒歩５分
など
※駐車場はございますが、数が少ないため
可能な限り公共交通機関の御利用をお願いします
６．問合せ
電
話：０４４－７５０－０６８６（中部地域支援室）
利用申込：電話・ファクス：０４４－７５４－４５６６（井田体育館事務室）
U R L：https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000138607.html
（中部リハビリテーションセンター井田体育館の利用について）
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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。

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（フリーダイヤル）
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

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

