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第 15 回全国障害者スポーツ大会(紀の国わかや

ま大会)が 10 月 24 日(土)～26 日(月)に和歌山県

和歌山市紀三井寺公園陸上競技場をメイン会場に

開催されました。沖縄県選手団として個人 6 競技

に選手役員 55 名、団体 3 競技に選手役員 50 名計

105名で参加しました。 

 
開催地和歌山県は天候に恵まれたものの朝夕の

寒暖の差があり、大会 2 日目は強風とあいまって

沖縄の冬の寒さを感じさせる中でありましたが、

結果は陸上競技で大会新記録を 2 つも出す大きな

成果を上げ、金 8 個、銀 8 個、銅 8 個の合計 24

個、これは 15回大会の中で最高のメダル獲得数と

なりました。メダルの数以上に、この大会を通し

て味わうことができた全国の選手との交流、和歌

山県の方々の温かいおもてなしに感動と感謝の気

持ちで今大会を終えることができました。 

 

 大会翌日には地元紙のスポーツ面を賑わす選手

の華々しい活躍、またメダルには届かなかった選

手も最高のパフォーマンスを見せ、心に残る大会

となりました。メダル獲得者は以下の通りです。 

≪金メダル ８個≫ 

・ 石垣喜人   １００ｍ 

・ 新崎祥太   １００ｍ 

・ 石垣喜人   ２００ｍ 

・ 石垣永文   ５０ｍ（大会新） 

・ 青井洸貴   走り高跳び（大会新） 

・ 石垣永文   ビーンバック投げ 

・ 吉本壮一郎  ソフトボール投げ 

・ 藤川久子   水泳 ２５ｍ自由形 

≪銀メダル ８個≫ 

・ 呉屋俊樹   １００ｍ 

・ 新崎祥太   走り幅跳び 

・ 吉本壮一郎  砲丸投げ 

・ 山里智樹   水泳 ５０ｍバタフライ 

・ 藤川久子   水泳 ２５ｍ背泳ぎ 

・ 仲宗根隆   一般卓球 

・ 横田涼仁   一般卓球 

・ 伊禮恵美子  サウンドテーブルテニス 

≪銅メダル ８個≫ 

・ 伊波貴洋   １００ｍ 

・ 伊波貴洋   ２００ｍ 

・ 青井洸貴   ５０ｍ 

・ 新垣大貞   スラローム 

・ 新垣大貞   ビーンバック投げ 

・ 山里智樹   水泳 ５０ｍ自由形 

・ 石川綾馬   一般卓球 

・ 泉川菜保   アーチェリー  

        リカーブ３０ｍダブルラウンド 

 

 

 

 
発 行 社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 

編 集 沖縄県障害者社会参加推進センター 

〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座 1038 番地 1 

TEL(098)851-3455 FAX(098)851-3855 

ホームページアドレス http://www.okisin.jp 

E メールアドレス   okisinky@blue.ocn.ne.jp 

頒価一部 100 円（会費に含まれています） 

区分１７ ５０ｍ 25 秒 25 

大会新記録 石垣永文さん 

知的少年 走高跳 １ｍ７８ｃｍ 

大会新記録 青井 洸貴さん 

 沖縄選手団の皆さま 

今大会もお疲れ様でした☆ 

沖縄県障害者社会参加推進センターだより 
 

第 42号 
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第 11回 こころの芸術・文化フェスティバルが

12月 1日～6日の日程を終えました。 

今年の総出展数 326点の中から 152点（内受賞

作品 46点）を県立博物館・美術館県民ギャラリー

に展示しました。 

初日の 1日の開会式では、表彰式が行われ 46人

の受賞者に賞状と記念品が贈られました。工芸の

部で最優秀賞を受賞した支援センターきむたかの

島袋清さんは、「自分一人では作品を応募するま

でには至らなかった。所長や支援員に感謝してい

ます。」とお話されました。支援センターきむた

かでは、島袋さんの最優秀賞をみんなでごちそう

を食べながらお祝いしたそうです。 

  

6日間を通して会場には延 1827名の方々が訪

れ、「予想以上におもしろかったです。」「もっ

とたくさんの作品が展示できればいいなと思いま

した。」「来年は出展したい。」などの声が寄せ

られました。昨年に比べ集客数が伸び悩んだこと

への課題が残り、みなさんにもっともっと広げて

いただけるような美術展にしていきたいと気持ち

を新たにしております。 

選考会にご協力いただきました審査員のみなさ

ま、忙しい業務の合間に実行委員に参加してくだ

さった関係機関のみなさま、そして、出展してく

ださった作者のみなさま、ありがとうございまし

た。 

  

 

 

 

 

 

『第３２回 耳の日記念大会』 

 ３月３日の耳の日を記念して、聴覚障害者・県

民・福祉関係者が一堂に会し、ろう運動や聴覚障

害者に対する認識、聴覚障害者の存在や手話の啓

蒙などをアピールすること。また、聴覚障害者と

しての権利が保障され、障害の有無に関わらず住

みよい社会の形成を目指し、新障害者プランに基

づく共生社会の推進を図ることを目的とする。 

 

日 時：平成２８年３月６日（日） 

    開場１２：００ 開会１３：００ 

 

会 場：沖縄県総合福祉センター ゆいホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：〒903-0804 

    那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

    沖縄県総合福祉センター 西棟３階 

      

    一般社団法人 沖縄県聴覚障害者協会 

 

TEL:０９８－８８６－８３５５ 

FAX:０９８－８８２－５９１１ 

 

沖縄県精神保健福祉会連合会 沖縄県聴覚障害者協会 
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当法人及び障害者支援施設 太希おきなわは昨

年、南風原町から八重瀬町字仲座に移転し１１月

１日で１年目を迎えました。そこで毎年開催して

いる夕涼み会と移転１周年を兼ねて、去る１１月

１４日（土）に「第１回太希おきなわ秋まつり」

を開催する運びとなりました。 

会場では町内の福祉事業所による出店、クラウ

ンコトラさんのパフォーマンス、交流広場などが

祭りを華やかに演出しました。 

 

 

 

 

 

 

舞台では地域の仲座三味線愛好会の皆さん、中

学生のブラスバンド、高校生のダンス、町内のシ

ンガー大城友弥さんのライブ、安里青年会のエイ

サーなど、たくさんの余興で盛りあげてくれまし

た。利用者さんもいっぱい踊り、祭りを楽しんで

いたようです。 

この機会を通して、

地域と施設利用者間

の交流、さらには障害

者の理解を深め、地域

と一体感ある施設づくりを目指して参ります。祭

りに協力して頂いた皆様に深く御礼を申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年１０月２９日、南城市の船越小学校

と八重瀬町の東風平小学校からあ

わせて７名の子どもたちが障

害者支援施設太希おきなわを

職場見学で訪れました。 

 始めは緊張した様子の子ど

もたちでしたが、次第に普段の生活の中ではなか

なか見ることのできない障害者福祉の現場を興味

深く写真に収めたり、支援員の説明を熱心にメモ

したりと一生懸命学ぶ姿が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３９号 経営理念  一、利用者本位  一、社会貢献  一、責任と実行 

 

 

 

 

― 沖 縄 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会 ― 

第１回 太希おきなわ 秋まつり 開催 

八重瀬のシーちゃんも駆けつけました クラウンコトラさんのパフォーマンス 

盆踊りでは練習の成果を披露しました 

太希おきなわでしか見られない『琉球みやらびこけし』の制作現場を見学中 

小学生が職場見学にやってきました！ 

 

 

平成２７年９月３日、株式会社りゅうせき本社に

て寄付金贈呈式が行われ、りゅうせきの金城克也代

表取締役会長から１０団体へ１，０００万円の寄付

金が手渡されま 

した。賜りまし 

た浄財は障害者 

福祉事業のため 

に使わせて頂き 

ます。誠にあり 

がとうございました。 
寄付金贈呈式の様子 
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 平成２７年１０月１日～３日、身体障害者福祉

活動資金造成チャリティーゴルフが南山カントリ

ークラブにて開催されました。 

今年度は１７５名の参加者があり、収益約２８

万円がチャリティーゴルフ実行委員長より寄付さ

れました。運営に携わった皆さま、そして参加者

の皆さまに感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年１１月２５日、マイナンバー制度に

ついてというテーマのもと職員研修会を障害者支

援施設太希おきなわ会議室で開催し

ました。 

 講師として大城敏紀税理士事務所

所長の大城敏紀氏、同事務所の大城

京子氏を招き、「管理者向け」と「全

職員向け」の２部構成で講義を行っ

ていただきました。 

 マイナンバー制度について職員の意識付けや、

管理者のマイナンバーを扱うことの責任の重さな

どを感じることのできた有意義な職員研修会とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１１月２０日、東

京都日比谷公会堂で開催され

た平成２７年度全国社会福祉

大会で当法人の常務理事であ

る上間彰が社会福祉事業従事

者の区分で厚生労働大臣表彰

を受けました。 

 また、平成２７年１０月２２日、沖縄県コンベ

ンションセンター劇場棟で第５８回沖縄県社会福

祉大会が開催されました。今大会では、当法人か

ら障害者支援施設太希おきなわ施設長 運天健、ま

た同施設の就労支援課長 呉屋勝子の２名が社会

福祉事業施設従事者の区分で県知事表彰を受けま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・1/23，2/13 全国統一要約筆記者認定試験集中講座 

・1/24 第 22 回 沖縄県身体障害者ゲートボール大会 

・1/28 第 3 回 歯科ＳＵＮ会議 

・1/29～30 第 23 回 九州身体障害者相談員研修会 

・2/20～21 初級障害者スポーツ指導員養成講習会 

・2/21 全国統一要約筆記者認定試験 

・2/27～28 きょうされん九州ブロック学習交流会 

 

身体障害者福祉活動資金造成 

チャリティーゴルフの開催 

山城充正実行委員長（写真左）から 

宮城光男会長に寄付金が贈呈されました 

マイナンバー研修の開催 

講義中の職員の様子 講師の大城敏紀氏(写真右)と 

大城京子氏（写真左） 

表 彰 関 係 続 々 と 

沖縄県身体障害者福祉協会 

常務理事 上間彰 

 

太希おきなわ施設長 運天健（写真右）と就労支援課長 呉屋勝子（写真左） 

会員募集 
当法人の障害福祉事 

業は補助金や委託金、 

寄附金や皆様の会費を 

もって実施しています。 

 

種類    年会費 
 

企業会員Ａ 100,000 円 

企業会員Ｂ  50,000 円 

特別会員Ａ  30,000 円 

特別会員Ｂ  20,000 円 

賛助会員Ａ  10,000 円 

賛助会員Ｂ  5,000 円 

賛助会員Ｃ  3,000 円 

 

行事予定 



平成７年５月１０日第３種郵便物認可               平成２７年１２月３０日発行（毎月 20日 25日 30 日発行）ODA通巻 第 950 号(５) 

 

 

 

 

平成２７年１１月１７日（火）・１９日（木）

の２日間の日程で、「平成２７年度手話通訳者全

国統一試験対策講座」を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

今回は両日合わせて２６名が受講し、聴講する

真剣な眼差しの中に試験に向けた意欲が感じられ

ました。 

講座内容は試験に沿ったかたちで“場面通訳（場

面における聞き取り及び読み取り通訳）”と“手

話の要約（筆記）”を実施。 

大嶺文子氏、川上恵氏、両講師の丁寧で分かり

やすい指導もあり、受講された皆さんの自信に繋

がったのではないでしょうか。 

 

 受講生からのアンケートの紹介  

・単語の表現等が難しかったですが、楽しく受講 

 できました。 

・手だけではなく、口の動きや表情等を意識する 

 必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、試験は１２月５日（土）に実施され、受

験された皆様は、試験が終わった安堵感と合格発

表までの緊張感が入り混じっていることかと思わ

れます。 

受験者の中から１人でも多くの手話通訳者が誕

生することを期待しています。 

 

 

 

 

 

「第 51回沖縄県身体障害者スポーツ大会」は 8月

2日(日)鏡が丘特別支援学校にてアーチェリー競

技が、8月 22日(土)県総合運動公園体育館・サブ

アリーナ・屋内プールにて水泳・卓球競技が、そ

して本大会が 9月 13日(日)県総合運動公園陸上競

技場・補助競技場で開催されました。 

改築を終え、大型スクリーンを備えた競技場に

立つと、選手をはじめ皆の気分が高揚しました。     

天気にも恵まれ暑い中ではありましたが、参加

選手、役員、ボランティアの皆さんの生き生きと

活躍している様子が伺え、競技進行もスムーズに

流れました。今大会の優勝争いは、最後まで目が

離せない展開となり、那覇市地区と沖縄市地区の

同点優勝となりました。皆様のご協力ありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第 9回九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大

会」が 10月 1日に長崎市営ラグビー・サッカー

場で開催され、九州各地から 32チーム、179名

が参加し、沖縄県代表として沖縄市聴覚部会チー

ムが参加しました。当日は風が非常に強く、厳し

いコンディション下での競技となりました。県代

表チームは健闘しましたが、惜しくもチームとし

ての入賞は叶いませんでした。 

しかし、仲宗根隆さんがホールインワン賞を獲

得という快挙を達成することができました。 

来年は北九州市で開催予定です。九州大会派遣

の切符獲得を目指し、どのチームも頑張りましょ

う！ 

平成２７年度 

手話通訳者全国統一試験対策講座 

第５１回 
沖縄県身体障害者スポーツ大会 

第 ９ 回 

九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会 
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外見からは障害のあることがわかりにくい 

知的障害、発達障害、精神障害のある方との 

コミュニケーションを学ぼう！ 

第３回 話を聞くとき 

  

 リラックスした雰囲気をつくり、相手の様子に

あわせて、話をよく聞きます。 

 

●安心して話ができるよう、リラックスした雰囲

気を作ります。 

●話すのに時間がかかっている場合であっても、

ゆっくり待って対応します。 

●断片的な言葉からでも、相手の状況、気持ちな

どを推測し、話の内容を理解するように努めます。

その後、やさしく話の内容を確認します。 

●声量の調整がつきにくく大きな声を出している

時には、小さめの声で話しかけるとよい場合もあ

ります。 

 

必要に応じて、質問により相手の気持ちを確認

します。 

 

●言葉が出ずに困っている様子のときは、相手の

状況や気持ちを推測して、こちらから質問をし、

気持ちを確認します。この場合、「はい」「いい

え」で答えられるように質問します。 

 

必要に応じて、コミュニケーションボードを利

用します。 

 

●自分の気持ちを言葉にできない人には、絵記号

などを用いた「コミュニケーションボード」を使

うとやりとりができる人もいます。ただし、コミ

ュニケーションボードの使い方が分からなかった

り、慣れていない人もいます。 

 

 

 

 

 

 

 
（すべての方に対しても広く活用され障害を特別視しないユニバ

ーサル社会の実現の一助となることで作成された国土交通省発行

ハンドブックより抜粋） 

 

 

 

 

①年度別、月別・障害別相談件数     （単位：件） 

 

 

身体   

障がい者 

知的   

障がい者 

精神   

障がい者 
不明 計 

4月 4 
 

24 4 32 

5月 2 
 

32 
 

34 

6月 1 3 32 5 41 

7月 1 
 

27 2 30 

8月 6 1 33 1 41 

9月 1 
 

44 
 

45 

10月 1 1 36 
 

38 

合計 16 5 228 12 261 

 
②年度別、月別・内容別相談件数         （単位：件） 

 

 

①     

人権  

問題 

②     

生活  

支援 

③     

医療 

・福祉 

④    

その他 
計 

4月 3 17 4 8 32 

5月 4 23 7 
 

34 

6月 10 17 11 3 41 

7月 3 17 1 9 30 

8月 11 20 7 3 41 

9月 4 32 8 1 45 

10月 1 34 2 1 38 

合計 36 160 40 25 261 

 

 

『障害者１１０番』相談受付数 
平成 27年 4月～平成 27年 10月まで） 

 

障害者１１０番 
障がい者の人権を守り、生活を支援します 

 

◆ 相談日：月曜日～金曜日 9：00～17：00 
 

【相談内容】 

人権問題・生活支援・医療福祉・その他障がい者

自身または家族、友人や知人で悩んでいる方、困っ

ている方などの相談。 

あなたの近所の方で悩んでいる、困っている方な

どの情報をお気軽にご相談ください。 
 

※ 秘密は守ります。相談は無料です。 

【問い合わせ先・連絡先】 

◆ 電話（FAX兼用）：０９８－８５１－３９１０ 

◆ メールアドレス：jimukyok14@okisin.jp                                                                                                                                                                                                         
 

〒901-0516沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座 1038番地 1 

(沖縄県障害者社会参加推進センター 相談室) 

 

mailto:jimukyok14@okisin.jp


 


