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美 ら 島 き こ え 支 援 協 会

沖縄県身体障害者相談員連絡協議会

２０１９年度通常総会の報告

身体障害者相談員活動について

２０１９年４月２７日、浦添市産業振興センタ
ー結の街にて「２０１９年度ＮＰＯ法人美ら島き
こえ支援協会通常総会」を開催しました。２０１８
年度まで沖縄県難聴・中途失聴者協会として活動し
てきた本会は、２０１９年３月よりＮＰＯ法人へ
移行しました。
第 1 部の式典では、来賓として聴覚障害関連団
体の方々や、本会を多年に渡りご支援頂いた企業
の方々にご臨席いただきました。また、本会から
臨席いただいた企業へ感謝状贈呈も行いました。
第 2 部の議案審議では「２０１８年度事業・決
算報告」や「２０１９年度事業・予算計画」に加え
て「定款改廃」等が審議され、全て無事に承認を得
ることが出来ました。任意団体だった頃と比較し
て、特色ある事業計画を遂行して欲しいとの指摘
も頂きました。
第 3 部の記念講演では「沖縄における聴覚障害
者支援の展望」と題して、沖縄県聴覚障害者協会
理事の比嘉豪氏にご講演頂きました。比嘉氏は
「自らの聴覚障害を正確かつより具体的に、他者に
説明できる力が必要だ」と仰っており、会員一同深
く共感を得られた内容でありました。
ＮＰＯ法人美ら島きこえ支援協会は、きこえにお
悩みを持っている方を納得行くまで支援致します。
ご相談や協力依頼はお気軽にどうぞ。

平成３１年４月の時点で、沖縄県には、約７万
５，０００人の身体障害者手帳所持者がいると言
われています。そして、本会で活動している身体
障害者相談員は７名です。この７名が沖縄県に在
住する身体障害者の割合に比べ、多いのか少ない
のかは別として、平成２３年に沖縄県から委嘱さ
れた相談員は７２名でした。
しかし、平成２４年４月に相談員活動が沖縄県
事業から市町村事業に移譲された時に、ほとんど
の市町村は本会の相談員を新たに任命して活動さ
せることはありませんでした。そこで、この活動を
廃止した市町村に、この組織の必要性を訴えた文
書を２度送付しましたが、「地元には障害者の相談
業務を行う施設があるので、新たに相談員を増や
すことは考えていない」という返事が返ってきまし
た。同年、１１月には沖縄県で九州ブロック身体
障害者相談員研修会が開催されたので、元相談員
の方々に、本会の存続には皆さんの協力が必要で
あると文書を渡し、１０数名から支援しても良いと
返事をいただきました。
平成２５年、沖縄県は障害者に関する県条例を
発効し、その３３条で『県は・・・障がいのある人
同士による問題解決のための相談員体制の充実に
必要な施策を講ずるものとする』と謳っています。
それを根拠に公の場で身体障害者相談員について
意見を述べましたが、なかなか浸透しません。
各地の障害者支援センターの働きにより、障害
者を取り巻く医療、介護、福祉サービスへの情報
は充実したように見えます。しかし、当事者同士が
支え合い励ますこと（ピアサポート）には力があり
ます。最近は突然の事故や病気で障害者になるケ
ースも多いため、同じ経験をした方の言葉は琴線
に触れるのです。当会の行く先は未知ですが、こ
の活動に興味のある方はご意見などを下さい。
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平成３０年度
沖縄県障害者社会参加推進センター 事業報告

令和元年７月２０日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻

障がい者１１０番相談受付数
（平成 30 年度・平成 31 年 4 月～令和元年 6 月まで）

【社会参加支援】
① 年度別、月別・障害別相談件数
１．沖縄県障害者社会参加推進センター運営
身体
知的
精神
障害者が自立した生活を営むことができるよう、障
障がい者
障がい者
障がい者
害の有無に関わらず安心して暮らすことができる地
Ｈ30 年度
53
9
778
合計
域社会の実現に寄与することを目的として、県地域
生活支援事業の実施、市町村地域生活支援事業の
4月
2
155
協力・調査、各種団体の活動支援を実施した。
(１)沖縄県社会参加推進協議会及び専門部会
センター事業の企画立
案のため、行政機関、身
体、知的及び精神障害者
団体により構成している
協議会を実施した。

（単位：件）
不明
・他

計

42

882

1

158

117

1

119

5月

1

6月

3

1

107

2

113

R 元年度
合計

6

1

379

4

390

② 年度別、月別・内容別相談件数

(２)障害者１１０番
障害者及びその家族等の抱える人権問題及び生
活支援等の各種相談に専任相談員が応じるととも
に必要に応じて専門機関を紹介した。
【日常生活支援】
１．オストメイト社会適応訓練事業
ストーマ装具の販売企
業は、オストメイトの
方々に対し、どのような
支援ができるのか。体験
を交えた講演を行った。
２．音声機能障害者発声訓練
疾病等により喉頭を摘出し、音声機能を喪失した
方々と食道発声訓練等を行いました。
【指導者養成事業】
１．音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
疾病等により喉頭を摘
出し音声機能を喪失した
方々に発声訓練を行う指
導者を養成するための講
習会を実施しました。
【芸術文化活動】
１．第５８回沖縄県身体障害者福祉展
平成 30 年 11 月 14
日～17 日に浦添市美術
館において、芸術作品
236 点を展示し、740 名
余りが来場しました。
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（単位：件）

①
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②
生活
支援

③
医療
・福祉

④
その他

計

Ｈ30 年度
合計
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4月

17

101
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13
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6
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7
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R 元年度
合計

30

266

52

42

390

障がい者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)
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日本オストミー協会 沖縄県支部
（公社）日本オストミー協会第３１回全国大会参加の報告

この大会への派遣は
赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています

令和元年６月８日（土）、９日（日）に（公
社）日本オストミー協会第３１回全国大会（創立
５０周年記念大会）が
東京国立オリンピック記
念青少年総合センターを
会場に開催されました。
初日には支部長会議
や交流会が行われ「私の
ＱＯＬ向上」について自由意見交換をしました。
その内容として…
１．洗腸について、１時間半も掛かるし、体力が
必要という意見もあれば、ある程度出したらパウチ
に受けて、その後は動けるから３０分で良いとい
う意見があった。
２．オストメイトは内部障害であまり一般に知られ
ていないので、公衆浴場またはプールでの苦情に
対して施設が対応できない場合がある。衛生的に
管理されたパウチを適切に装着していれば問題は
ないが、公衆浴場などでパウチを隠さないで堂々
と歩いている人もいる。

オストメイト社会適応訓練事業
令和元年度オストメイト研修会の報告

令和元年５月１７日（金）、(株)琉球光和で令
和元年度オストメイト研修会を開催しました。福岡
県の白十字病院より梶西ミチコ氏（ＥＴナース、
皮膚・排泄ケア認定看護師）を招き、『オストメイ
トのＱＯＬ向上にむけて』のテーマのもと講演を頂
きました。ＱＯＬ向上は個人の尊重であり、今の
健康状態をしっかり把握し正しい自己決定を行うこ
とであると話されました。また、災害時のストーマ
装具について、普段使用しているものがあるとは
限らないので、自身で備
蓄することの他に、色々な
種類の装具を試しておくこ
とも大事ですと、災害時に
おける心構えも話されまし
た。梶西氏の明るい語り
口調で、終始なごやかな研修会となりました。

沖縄県聴覚障害者協会 女性部
第 49 回全国ろうあ女性集会のお知らせ

令和元年１０月２５日（金）～２７日（日）
に、第４９回全国ろうあ女性集会を沖縄県男女共
同参画センターてぃるるを会場に開催します。運営
資金造成の為、もずくスープ３袋入り、手作りグッ
ズなど（いずれも５００円）の販売を行っていま
す。ご協力よろしくお願いします。

３．年老いてからのことを考えると身内に装具の取
り扱いを教えた方が良い。またヘルプカードの中に
必要な情報を入れていた方が良い。
４．薬を飲むよりも皆とお喋りした方が良い。リラ
ックスが一番の薬である。
という声がありましたが、障害の程度も人それぞ
れ、考え方もまた人それぞれだと思いました。
２日目は、式典が行われました。オープニング
の雅楽演奏で始まり、協会に貢献された方への表
彰、そして進藤勝久 氏（協会顧問医会代表）が
『オストメイトのＱＯＬ』について講演されまし
た。また、大会期間中はオストミー製品の展示、
各支部活動の展示が行われていました。
各地の顔なじみとの再会や新しい出会いもある
など、親交を深められた大会となりました。

もずくスープ
ふでばこ
ポーチ
【問合せ先：沖縄県聴覚障害者協会】
TEL: 098-886-8355 FAX: 098-882-5911
MAIL: oki-deaf@sweet.ocn.ne.jp（岸本）

沖縄聴覚障害者情報センター
新施設長就任のあいさつ

このたび、平成３１年４月１日、
新施設長に就任致しました本田一郎
と申します。微力ではございますが、
聴覚障害者情報提供施設としての機
能充実のため、精一杯努力をいたす
所存です。皆さまのご指導ご鞭撻を
賜りますよう、よろしくお願いいたし
ます。
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第１９回
全国障害者スポーツ大会九州地区予選
第１９回全国障害者スポーツ大会九州地区予選
大会（団体競技）が各地で開催されました。
令和元年５月１８日（土）に宮崎県宮崎市総合
体育館で行われたバレーボール競技では、昨年の
リベンジに燃える男子チームが１回戦対福岡県に
２対０で勝利。因縁の長崎県との決勝では、粘り
の接戦をみせましたが、惜しく
も敗れてしまい、準優勝となり
ました。女子チームは１人で
もケガをすると試合ができなく
なる少数精鋭でしたが、１９
連覇を阻止しようと挑んでくる
他チームを圧倒的な力で抑
え、見事優勝、全国への切符
を手にしました。

第１２２５号

沖縄県視覚障害者福祉協会
第１９回全国障害者スポーツ大会 九州予選大会結果報告

平成３１年４月２７日（土）～２８日（日）の
２日間、第５６回九州視覚障害者グランドソフト
ボール大会が、熊本市庄口公園多目的広場を主会
場に、今秋茨城県で開催される全国障害者スポー
ツ大会の九州地区予選を兼ねて開催されました。
大会は、九盲連加盟団体８チームの参加があ
り、沖縄県チーム（仲座寛泰監督ほか選手・役員
２０名）は、前日２６日福岡県を経由し、大会に
臨みました。
試合の初戦は、佐賀県チームとの対戦で、立ち
上がりを攻め、初回４点、２回３点と中盤までは
７対０で優位に進めておりましたが、最終回、内
野手の乱れと投手の制球力も乱れ、一挙９点を許
し、まさかの大逆転を許してしまいました。
ところが、後攻めの沖縄は、この試合を落とす
わけにはいかないと、必死の粘り、３番仲座の２
点タイムリーで追いつき、７番仲村のタイムリーで
３点を奪い、１０対９でサヨナラ勝ち。実に、３
年ぶりの勝ちを収めました。

令和元年６月１日（土）～２日（日）には福岡
県久留米総合スポーツセンターを会場に車いすバ
スケットボール競技が行われました。１回戦を、熊
本県に１００対１９で勝利し
突破すると、準決勝の対鹿児
島県にも８９対２１と圧勝。
モチベーションが、どんどん
上がっていた決勝戦であった
が、沖縄の持ち味が抑えら
れ、立ち上がりに点を取られ
てしまい、福岡県に４５対
５７で惜敗となりました。

参加した選手の皆さま、サポートしていただいた
役員の皆さま、大変お疲れ様でした。

続く２日目の準決勝では、福岡県チームと対戦
しましたが、攻守ともにレベルの高い相手チームに
終始劣勢に立たされ、６対０で敗退。なお、今大
会は、福岡県チームが優勝し、全国大会の切符を
手にしました。
最後に、大会派遣に際しご協力頂きました関係
機関、団体に対し、衷心より御礼申し上げます。
ありがとうございました。
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沖縄県手をつなぐ育成会
第１９回全国障害者スポーツ大会 九州予選大会結果報告

平成３１年４月１３日(土)～１４日(日)の両日
にわたり、福岡市で知的障害者男子・女子バスケッ
トボール九州地区予選会が開催されました。沖縄
県女子代表チームは、激しい接戦の末、４７対３
９で鹿児島県を破り、見事優勝しました。１０月
に開催される全国障害者スポーツ大会では、昨年
の同大会３位よりも上の順位を目指します！
また、男子チームは
練習の成果を精一杯出し
きりましたが残念ながら
６位の結果となり、全国
大会出場への切符を逃し
ました。選手の皆さんの
悔し涙は、来年の大会優
勝へ向けての大きな糧
になると思っています！
平成３１年４月２０日（土）～２１日（日）に
北九州市立本城陸上競技場にてサッカー九州予選
会が開催されました。宮崎県以外の九州各県より
選抜された７チームで行われた試合は全てレベル
の高いゲーム内容で、日頃の練習の成果を十分に
出し尽くしていたと思います。決勝は沖縄県と前年
度優勝の長崎県にて行われ、前半２５分まで温存
していたエース山内健勝選手の投入直後に入れた
１点を最後まで硬いディフエンス
にて死守し、九州代表
の切符を手に入れまし
た。全国大会での活躍
を期待します☆
フットベースボール競技九州ブロック地区の予選
会が、平成３１年５月１１日（土）長崎県長与町
総合公園ふれあい広場にて開催されました。沖縄
県チームは昨年から参加しておりますが、今回は
初戦の準決勝で鹿児島県に対して善戦空しく惜敗
し、ベスト４となりました。
遠路移動の疲れの中
においても最後まで
諦めない不屈の闘争心
を維持して、全力で
プレーをすることが
できました。

平成３１年 4 月１４日に開催された「宮古島トラ
イアスロン」。ランのコース沿いの事業所前で、毎
年私設応援団を結成して応援しています。
まずは、応援メッセージの
作成。今年は横断幕を手作り
しました。チクチクと手縫いし
た布に絵の具を使い、思いを
込めてメッセージを書きまし
た。当日は、朝から大雨。天
気予報は午後から晴れるとの
ことなので、朝からダンボー
ルに貼ったり、お花を飾った
りと大忙し。昼過ぎから雨も
上がりテントを設営し準備 OK。
しかし、また雨が降り出したりと不安定な天気が

続きました。トップが独走態勢で通過し、プラザの
応援も次第に忙しくなりました。気温が上がるにつ
れ水の提供や大きなバケツを使っての水掛けと大
忙し。立ち止まる選手も
多くなってきました。選
手の熱気と気迫を感じ、
太鼓を叩きながら『ワイ
ド―！』の声にも力が入
りました。毎年応援して
いる選手が立ち止まって
「毎年応援ありがとう」と声をかけてくれました。私
設応援団としてのなんとも嬉しい瞬間です。
そしてなんと、２０代の利用者が「5 年後に出場
します」宣言を！お父さんが３０年出場していたア
スリートだったとか。今からプラザ総出で応援をす
るのを楽しみに、これからも応援がんばります！！
※ふれあいプラザ宮古は沖縄県精神保健福祉会連合会が運営する
地域活動センターひららと相談支援事業所ひららの総称です。

（６）平成７年５月１０日第３種郵便物認可

―

経営理念

令和元年７月２０日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻

沖 縄 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会

一、利用者本位

一、社会貢献

第１２２５号

―

一、責任と実行
第３９号

令和元年度 第１回
市町村身体障害者協会長及び事務担当者会議

第 ６ ４ 回
日本身体障害者福祉大会（秋田県）

令和元年５月３０日（木）、沖縄県総合福祉セ
ンターにおいて、令和元年度市町村身体障害者協
会長及び事務担当者会議を開催しました。
前半では、今年度の身体障害者スポーツ大会や
身体障害者福祉大会、身体障害者福祉展といった
事業日程等の確認
を行いました。
後半では、沖縄
県脊髄損傷者協会
理事長 仲根建作
氏を招き『沖縄県
の就労支援について～身体障害者を中心に～』の
テーマのもと研修会を行いました。
沖縄県は全国的に障害福祉サービスの利用度は
高いが、各圏域それぞれに課題があること（例え
ば北部域では圧倒的に福祉サービスの社会資源が
少ないが、これをどう広げるかなど）を話されまし
た。また、身体障害者は障害開示力が弱く、なか
なか自分が必要なものを訴えることができない場
合が多く、障害開示力を高めることは就職における
定着にも大きく関わってくるとも話されました。

令和元年５月２２日（水）～２３日（木）の
２日間、第６４回日本身体障害者福祉大会（あき
た大会）開催されました。
１日目は、秋田キャッスルホテルにて評議員会・
政策協議が行われました。同日、沖縄県団体２２
名は那覇空港へ集合。出発前は１年ぶりの再会を
喜ぶ参加者で和やかな雰囲気で出発しました。秋
田行きは直行便がなく、飛行機を乗り継ぎ移動に
１日費やしました。
大会２日目は、全国から約１０００名余りが秋
田県立武道館に集結して大会式典・表彰・議事等が
行われました。アトラクション「なまはげ太鼓」の勇
壮かつ躍動感あふれる演武で幕開けし、式典で
は、加盟団体からの推薦を受けた会員の功績を讃
え、沖縄県から「大城敏紀」氏が表彰されました。
障害者の自立と、社会参加を積極的に展開、誰
もが安心して暮らせる共生社会の実現をめざし、
具体的に政策提言を行い、企業との協働による障
がい理解の啓発運動を進めていくことを共感しなが
ら、『がんばろう三唱』で会場は一致団結し、大会
は熱気に包まれ幕を閉じました。

最後に仲根氏から各市町村身体障害者協会へ向
けて、計画相談員と当事者を繋げる役目を担って
ほしい、計画相談事業所がどこにあるのか、そこ
にはどんな相談員が居るのか、是非顔合わせをし
て連携を取れるようにしてほしいとメッセージが発
信され、研修会を終了しました。

次年度、第６５回大会は広島県開催となります。

平成７年５月１０日第３種郵便物認可

令和元年７月２０日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻 第１２２５号（７）

平 成 ３ ０ 年 度
沖縄県身体障害者福祉協会 事業報告

平 成 ３０ 年 度
沖縄県身体障害者福祉協会 決算報告
(自)平成３０年４月１日(至)平成３１年３月３１日

当協会は、すべての障害のある人が障害のない
人と等しく、個人としての尊厳が重んぜられその尊
厳にふさわしい生活を保障されるよう、県、市町
村及び関係機関・団体等との連携のもと、諸施策
の充実、組織強化・育成を図り、共生社会の実現
に向けた活動に取り組みました。
その結果、県内の社会福祉法人相互の連携・協働
による諸課題の対応に努め、日常生活又は社会生
活上の支援を必要とする県民に対し、公益的な取
り組みを実施しました。
【

】【

貸
借

照

表
貸

方

流動資産

110,845,360

流動負債

48,719,523

固定資産

885,313,966

固定負債

127,457,040
46,762,127

基本金
国庫補助金等特別積立金

423,079,803

その他の積立金

153,400,000

次期繰越活動増減差額

196,740,833

996,159,326

計

】

996,159,326

計

資 金 収 支 計 算 書
出

収

382,959,715

事業活動支出

第５４回沖縄県身体障害者
スポーツ大会

対

方

支

全国障害者スポーツ大会九州予選派遣
（グランドソフト）

借

入

423,795,303

事業活動収入

施設整備等支出

34,493,562

施設整備等収入

12,730

その他の活動支出

29,364,280

その他の活動収入

23,093,660

当期末支払資金残高

75,355,363

前期末支払資金残高

75,271,227

【 沖縄県障害者社会活動推進助成事業 】
522,172,920

計

事 業 活 動
費
平成３０年度障害者施策等研修会

平成３０年度障害者スポレクフェスタ

【 共同募金助成金事業 】

計 算 書

用

収

403,457,962

サービス活動費用

1,277,650

サービス活動外費用

963,918

特別費用

第５２回沖縄県身体障害者福祉大会
与那原町

522,172,920

計

益

サービス活動収益

421,171,810
2,623,493

サービス活動外収益

0

特別収益

その他の積立金積立額

28,000,000

前期繰越活動増減差額

183,645,060

次期繰越活動収支差額

196,740,833

その他の積立金取崩額

23,000,000

630,440,363

計

630,440,363

九州身体障害者ゲートボール大会派遣
佐賀県

計

【 いきいき長寿センター助成金事業 】
財 産 目 録
資産・負債の内訳
資産の部

障害者１１０番事業研修会派遣
東京都

日本身体障害者福祉大会派遣
群馬県

金額

負債の部

金額

流動資産

110,845,360

流動負債

48,719,523

固定資産

885,313,966

固定負債

127,457,040

【 公 益 事 業 】
資産合計

意思疎通支援契約市町村担当者会議

登録者学習会

996,159,326

負債合計

176,176,563

差引純資産

819,982,763

※ 紙面の都合により、決算額(大区分)のみの掲載
とさせていただいております。詳細につきましては
ホームページより閲覧可能となっていますのでご確
認ください。

(８)平成７年５月１０日第３種郵便物認可

令和元年７月２０日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻

第 １ ３ 回
宮古島地区障がい者スポーツ大会
令和元年５月２５日（土）宮古島市陸上競技場
にて第１３回宮古地区障がい者スポーツ大会が開
催され、沖身協から応援参加しました。昨年は台
風の影響で中止となり「今年こそは！」という声が
届いたのか、開会式前から太陽が照りつける青空
の下、約３００名の選手が競走や投てき、フライ
ングディスクなどの競技に参加していました。
３障害合同の大会
には身体・知的・精神
合わせて１７団体か
らの参加があり、時
折吹く涼しい風のな
かで、大いに盛り上
がりを見せました。

第 １ 回
沖縄県身体障害者ボッチャ教室
東京２０２０パラリンピック、２０２１年全国障
害者スポーツ大会（三重大会）からの正式種目
ボッチャを体験してみませんか！？
ボッチャとは、ジャックボール（目標球）と呼ばれ
る白いボールを狙って、赤と青のボールを投げた
り、転がしたりして、どれだけ近づけられるかを競
うスポーツで、カーリング競技に似ています。
障害のあるなし関係なく、広い世代の誰もが参加
できるレクリエーションボッチャを行いますので、
興味のある方はぜひご参加ください。
第１回沖縄県身体障害者ボッチャ教室
日時：令和元年１１月９日（土）午後～予定
会場：北中城村民体育館
問合せ：沖縄県身体障害者福祉協会
０９８－８５１－３４５５（伊敷）
（申込書等は後日ホームページに掲載します）

沖身協の障害福祉事業は補助金や委託金、
寄付金や皆様の会費をもって実施しています。
詳細はこちらまで↓

http://www.okisin.jp/annai/kaiin.html

第１２２５号

御寄附ありがとうございました
平成３１年３月１７日（日）、第２６回オ
ープントーナメントチャリティー全沖縄県空手道
選手権大会にて国際空手道連盟極真会館沖縄
県支部様より御寄付を（左下写真）、また令和
元年５月１４日（火）に有限会社具志頭給油
所様より御寄付を頂きました（右下写真）。皆
様からの浄財は身体障害者福祉活動の為に使
用させて頂きます。誠に有難うございました。

わ っ た ー し ん か ぬ ち ゃ ー
()★地域身障協や関係団体のご紹介★
今号から、地域身障協等の紹介を行なって
いきます！第１回目は、今年度の沖縄県身体
障害者福祉大会を控えた『名護市』です♪

【 名護市身体障害者福祉協会 】
（上地寛康 会長）
【 活動紹介 】
・名護身協定期総会
・ボウリング大会（年２回）
・視覚部の手芸サークル（月２回）
・沖縄県身体障害者スポーツ大会参加
・名護・やんばるツーデーマーチ参加など
【 一言コメント 】
名護市身体障害者福祉協会では会員を募集して
います。宜しくお願いします！
【 問合せ 】
住所：名護市港２－１－１
TEL&FAX：０９８０－５４－２１４４
MAIL：sinsyoukyou@welfare.city.nago.
okinawa.jp
※その他の市町村身体障害者協会へ連絡を取りたい！
と思う方は、沖縄県身体障害者福祉協会へお気軽に
お問い合わせください！お待ちしてます！

TEL：098-851-3455 FAX：098-851-3855
MAIL：okisinky@blue.ocn.ne.jp

