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午前
の部

第17回

糸賀一雄記念賞

授賞式

10：00〜12：15
13：00〜15：55

糸賀一雄生誕１００年記念式典 第２部

栗東芸術文化会館さきら

大ホール（栗東市綣二丁目1番28号）

平成25年度

糸賀一雄記念しが未来賞

糸賀一雄氏は池田太郎氏、田村一二氏と共に
戦後間もなく滋賀県大津市に近江学園を設立
し、戦災孤児と障害のある子どもたちの共同

存在することの価値” を見出し、
「この子らを
世の光に」という言葉を残されました。
その教育は職業訓練においても窯業や農業、
一般企業での障害者雇用の促進や、グループ

記念式典＆
記念講演

生活の中に“共生社会” と“人がありのままに

午後
の部

大江健三郎 氏

「次の時代への、
エサンシエ ル

本質的なモラル」

ホームの先駆けである民間下宿の取り組みな
ど、障害のある人が地域と繋がりながら暮ら

記念式典 第２部の申込み・問い合わせ

す場を創造してきました。さらに、絵画、陶芸、
音楽などの表現活動にも取り組み、これらの

る人々へと伝えるべく、糸賀一雄生誕１００年
記念式典を開催します。

関連事業のご案内

定員 700 名

FAX 077-528-4853
☎ 077-528-3542 6
* ec0003@pref.shiga.lg.jp

込

申

午前

の

この度、糸賀氏らの思想と実践を現代に生き

滋賀県健康福祉部障害福祉課

（要事前申込）

実践は現代の滋賀県の福祉事業にも脈々と受
け継がれています。

入場無料

部・
要
午 後 の 部 とも

主催

申込方法の詳細は裏面をご覧ください。

糸賀一雄生誕100年記念事業実行委員会

10 0 .itogaz aidan .jp

糸賀 １００年

検索

県民パフォーマンスライブ（有料）は上記、式典第2部（3/30）のお申し込み方法とは異なります。チケットのお申し込みは下記❶まで。

３月29日 記念式典 第１部 県民参加パフォーマンスライブ
栗東芸術文化会館さきら大ホール
開演14時30分（開場13時30分）

【出演】さきらジュニアオーケストラ、県内のワークショップグループ 他
【プロデューサー】 小室等（ミュージシャン）
【ゲストアーティスト】坂田明（サックス奏者）、谷川賢作（ピアニスト）他

一般 1,500円 障害者・シルバー・学生 1,000円
中高生 500円 ※全席自由席、小学生以下無料、シルバーは65歳以上

❶ 記念式典 第１部のチケット・問い合わせ
滋賀県社会福祉事業団企画事業部 〒521-1311 近江八幡市安土町下豊浦4837番地の2
☎0748-46-8100

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1

6 0748-46-8228
FAX

３月4日〜30日 糸賀一雄展
いま伝えておきたい大切なこと
9時半〜17時（月曜休） 観覧無料
滋賀県立近代美術館ギャラリー

糸賀一雄展の問い合わせ
滋賀県健康福祉部障害福祉課

〒520-8577大津市京町四丁目1-1
☎077-528-3542 6 077-528-4853
FAX

プログラムの詳細は、下記WEBサイトで。
http://100.itogazaidan.jp/itoga

２０１４年

３月30

（公財）糸賀一雄記念財団では、毎年度、障害福祉の発展に尽力された

午前の部

糸賀一雄氏の心を受け継ぎ、障害福祉の分野で顕著な活躍をされて

第１7回
日 「

いる方に「糸賀一雄記念賞」および「糸賀一雄記念しが未来賞」を授与
糸賀一雄
しています。今年度の授賞式は本記念式典に合わせて開催します。
記念賞等授賞式」 主催：（公財）糸賀一雄記念財団・第17回 糸賀一雄記念賞等授賞式

10：00〜12：15

授賞式では受賞者による記念講演等が行われます。

および関連事業実行委員会

第17回 糸賀一雄記念賞

後援：厚生労働省・滋賀県・栗東市

平成25年度

糸賀一雄記念しが未来賞
島田 司巳 氏 滋賀県

Kids Loco Project

（キッズ ロコ プロジェクト）

滋賀県立むれやま荘
総合施設長

社会福祉法人あさみどりの会 愛知県

滋賀医科大学赴任後まもなく重複障害児や

理事長 島崎 春樹氏

重症心身障害児のことは小児科臨床研修中に

昭和32年、子どもの教育問題に取り組んで

経験しなければならないと示唆。小児科に

いた数人の有志が、心身に障害のある子ど

第１期卒業生を迎えるのを機に、初期臨床

もたちと出会い、障害児(者)問題中心の活

研修期間内の3〜4ヶ月間、県内の重症心身

動を開始。昭和47年、社会福祉法人あさみ

障害児３施設のいずれかにおいて研修する

どりの 会を設 立、同 時に障 害児 通 園 施 設

ことを制度化し、約20年継続して実施した。

「さわらび園」を開設。

２０１４年

午後の部
「記念式典＆記念講演」

13：00〜15：55

大江健三郎氏の記念講演等を通して、糸賀一雄氏の実践と理念

３月30日

を今日の社会にどのように生かしていくか、そして、だれもがと

［共同代表］
高塩 純一 氏
（びわこ学園医療福祉センター草津 課長）
安田 寿彦 氏
（滋賀県立大学工学部教授)

FC滋賀（エフシー しが）
代表 中村 日出海 氏 滋賀県甲賀市

懸賞論文＆絵本コンクール
優秀者表彰
糸賀一雄生誕100年を記念して懸賞論文お
よび絵本の募集を行いました。式典ではそ
の優秀者表彰を行います。

もに支えながら共に生きるわかちあいの社会を生み出していく
にはどうしたらいいのかを参加者の皆様と一緒に考えます。

大江健三郎氏 記念講演
エサンシエル

「次の時代への、本質的なモラル」
1935（昭和10）年、愛媛県生まれ。東京大学仏文科卒業。在学中
に「奇妙な仕事」で注目され、1958（昭和33）年「飼育」で芥川賞を
受賞。以後、常に現代文学の最先端に位置して作品を発表する。
1994（平成6）年、ノーベル文学賞受賞。

懸賞論文 優秀者
【最優秀】

『憲法学からみた
糸賀一雄の現代的意義』
山﨑 将文
西日本短期大学教授
【佳作】
『「横（横軸）の発達」に込められた
願いを未来へ読み解く』
垂髪 あかり 大阪市立西淀川特別支援学校教諭
『糸賀一雄の福祉思想の形成と
近江学園保母の生活と実践』
黒川 真友 立命館大学大学院社会学研究科
博士前期課程２回生

JR琵琶湖線

栗東駅
東口

←至 京都

至 米原→

記念式典 第２部（3/30）の申込方法
参加をご希望の方は、
申込用紙に必要事項を記入し、
FAX、
メール、
郵送にてお申し込みください。

下釣西

千代町

栗東芸術文化会館さきら
東海道新幹線
←至 京都

JR

上釣

草

至 米原→
津

線

国道8号線

国道1号線

←至 大津

栗東I.C
名神高速道路
↓至 石部

至 彦根→

『とらきちってどんなねこ？』
【大賞】
しょう みのり 兵庫県

申込用紙は、
WEBサイトでダウンロードできます。
http://100.itogazaidan.jp/event/event̲1

【準大賞】
『ミライちゃん』
牛原 京子 滋賀県湖南市

※先着順に受付をさせていただき、定員に達し次第、

【佳作】
『生きてるってすごい』

受付を終了いたします。
※申込用紙をお持ちでない場合は滋賀県健康福祉部

宅屋

手原

←至 草津

絵 本コンクール 優 秀 者

障害福祉課
（077-528-3542）
までお問い合わせください。
※式典第１部（29日）のチケットお申し込み方法は異なりま
すのでご注意ください。詳しくは滋賀県社会福祉事業団
企画事業部（0748-46-8100）まで。

猪口 貴美子 滋賀県守山市

『いっしょに生きる』

絵：橋山悦子 京都府 文：本城昭雄 滋賀県栗東市

『ほんまもんの おかあさんやないけど』
一宮祥子 滋賀県甲賀市

『きりんのちゅうがえり』ひろせ たつろう 京都府
『くものムーチ』城谷 ミユキ 東京都

