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information

運動施設をご利用いただけます。

グラウンド、テニスコート、体育館、ゲートボー
ル場をご予約の上、ご利用いただけます。ご利
用方法、料金などはお気軽にお問い合わせくだ
さい。

#01

障がい者スポーツ教室参加者・ボラ
ンティアを募集しています。

（1）参加者募集
内容 ：グランドゴルフを中心に、卓球・フライ

ングディスク・ボッチャなどをしています。
対象 ：身体障害者手帳をお持ちの方
定員 ：20名
実施日：毎週火曜日（祝祭日除く）
時間 ：13:00～15:00
会場 ：当センター グラウンド（天候不良時、

真夏、真冬は体育館で実施）

（2）ボランティア募集
内容 ：参加者とのコミュニケーション、競技

の補助、安全管理などのお手伝いを
していただきます。

対象 ：18歳以上で健康な方
実施日：毎週火曜日（祝祭日除く）
時間 ：13:00～15:00
会場 ：当センター グラウンド（天候不良時、

真夏、真冬は体育館で実施）

#03

スポーツ用具の貸し出しを行っています。

気軽にスポーツを楽しんでいただけるよう、ス
ポーツ用具の貸し出しを無料で行っています。詳
しくは、障がい者スポーツ推進課までご来所、お
電話、FAX でお問い合わせください。

このほかにもカローリング、ツインバスケット
ゴールなどの用具があります。

#02

フライングディスク 競技用車いす（バスケ）

ボッチャ・ランプ

障がい者スポーツ推進課
TEL:059-231-0800
FAX:059-231-0801
Mail:sport@mie-reha.jp

編集後記

三重県身体障害者総合福祉センターは、設置
主体は三重県ですが、指定管理者として社会福
祉法人三重県厚生事業団が運営させていただ
いています。
このたび、令和3年度からの指定管理者に選
定していただき、今後5年間も継続させていただ
くこととなりました。今回、地域の皆様に施設を
より知っていただこうと、広報誌を発行する運び
となりました。
誌名のＣ（シー）は当施設の略称としてよく使
われるセンター（Center）の頭文字ですが、皆様
と親しい間柄（Close relationship）を築いていけ
るように、という思いを込めました。これからもよ
ろしくお願いいたします。

三重県身体障害者総合福祉センター
津市一身田大古曽670番地2
TEL：059-231-0155（代表）
FAX：059-231-0356
ホームページ：http//www.mie-reha.jp/



三重とこわか大会を目指して！
第23回三重県障がい者スポーツ大会を開催。

三重県身体障害者総合福祉センターでは、三重県が主催する「三重県障がい者スポーツ大会」の運営を

行っています。今年度は新型コロナウイルス感染症などの影響により3競技が中止となりましたが、選手・ス

タッフ全員に対して体調チェックシートの提出や検温、消毒、換気など感染症対策を徹底し、卓球（サウンド

テーブルテニス）とボウリングを開催しました。

今大会は本年10月に開催される第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」への選手選考を兼

ねており、三重とこわか大会に向けた育成指定選手が多く出場し、活力あふれる大会となりました。

なお、令和3年2月21日（日）にAGF鈴鹿体育館にてボッチャを開催予定です。

Topic #01

サウンドテーブルテニス

サウンドテーブルテニスとは、視覚に障がいの
ある選手のための卓球です。選手はアイマスク
を装着し、金属球が入ったボールの打つ音、転
がる音を頼りにプレーします。16名の選手が参

加され、静寂の中、緊張感のある試合が続きま
した。

ボウリング

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
例年1日で開催していた大会を2日間に分け開催

しました。ボウリングは、知的に障がいのある選
手が対象です。全国大会に向けて普段から練習
を積んでいる方、久しぶりに体を動かしたいと思
い参加された方など、2日間を通して124名の選
手が参加されました。

生活援助棟のXmas～美食を味わ
う～聖なる夜はちょっとゼイタクに。

生活援助棟では主に身体障がいがある方などに

対して、入所または通所でのリハビリテーションを

行っています。給食は管理栄養士が献立を作成し、

季節や行事に合ったメニュー作りを心掛けています。

12月24日、夕食の主菜はローストビーフ丼でした。

いつものように温冷配膳車にのせて厨房から運ん

でしまうと、肉が温まって固くなってしまうため、食

堂で盛り付けを行うという工夫を行いました。ごは

んの上に、サニーレタス、ローストビーフ、かいわれ

大根をのせて、最後に特製ソースをかけます。食べ

応えがあるよう、ローストビーフは厚めにカットしま

したが、ひと工夫の甲斐もあって「お肉が柔らくてお

いしかった」と大変好評をいただきました。年に一回、

この日だけの特別メニューですが、多くのご利用者

様に喜んでいただきました。

Topic #03

玄関付近もクリスマスらしく飾り付けました

福祉用具の「いま」と「みらい」が
見えるイベント。みえ福祉用具
フォーラム2020を開催しました。

三重県身体障害者総合福祉センター・みえテクノ

エイドセンターでは、高齢者や障がい者の生活を便

利にする「福祉用具」に実際にふれていただくイベン

ト「みえ福祉用具フォーラム」を毎年開催しています。

11月27日に開催した本年度のテーマは「リハビリ

テーションロボット」でした。展示会場の当センター

体育館には最新のリハビリテーションロボットや福

祉用具が勢ぞろいしました。

フォーラム当日は福祉用具のアイデアを競う「みえ

福祉用具アイデアコンクール」の表彰式も行われ、

受賞者には賞状と副賞が授与されました。令和3年

度もアイデアコンクールは開催予定です。応募方法

などの詳細は6月頃にみえテクノエイドセンターの

ホームページに掲載予定です。あっと驚くようなアイ

デアをお待ちしています！

Topic #02

バーチャルリアリティを使ったリハビリ機器

表彰式後に受賞者全員で記念写真を撮りました

社会福祉法人 三重県厚生事業団
三重県身体障害者総合福祉センター
所長 青木 徹

発刊のご挨拶

社会福祉法人 三重県厚生事業団は、昭和48年に法人設立しました。以来、
県の福祉施策と一体となって、県民福祉の向上に努めてきたところです。その実
践の理念は4つあります。

1.利用者が、個人の尊厳を保持しつつ自らの能力を最大限に発揮し、自己実現
できるよう支援します。

2.利用者のニーズと適性に応じた良質で多様なサービスを提供します。
3.地域の福祉ニーズに応えるため、地域における公益的な活動に取り組みます。
4.サービスの提供を安定的・持続的に行っていくため、健全な経営を行います。

これからも理念の具体化のため、更に新しい技術や福祉の理論を積極的に取
り入れ、ご利用者様、ご家族、地域の皆様に愛される施設を目指し、スタッフ一
同、心を合わせて全力を注いで頑張って参ります。
今回、この地域の施設であります三重県身体障害者総合福祉センターをご案内
させていただくために、広報誌を発刊することとなりました。
どうか、今後とも皆様方のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和2年12月12日（土）、13日（日） 津グランドボウル令和3年1月17日（日） 当センター体育館
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