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令和に元号が移ってから最初である第２８回 

沖縄県ゆうあいスポーツ大会を、９月２８日(土）

に沖縄県総合運動公園を会場に開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 公私ともにご多用の折、多くの来賓の皆様に出席

いただき、県内各地から参加いただいた６４団体、

約１，８００名の選手の皆様には、主催者を代表

しまして、心から感謝を申し上げます。 

 さて、翌年に迫りました２０２０年の東京オリン

ピック・パラリンピック開催に向けての取り組みが、

全国のみならず沖縄においても行われており、特に

障がい者スポーツの祭典であるパラリンピックに対

する意識や対応は、過去

に例がないほどと痛感し

ております。 

 国の施策においても、

この時期を契機に「ユニバ

ーサルな街づくり」や「心のバリアフリー」をさらに

広めていく動きも活発化しています。これらは、障

がいのある人達の地域での豊かな暮らしと、人権や

存在の価値を広く知っていただく啓発により、共生

社会の実現に向けた良い機会になると考えており、

私たち障がい支援の関係者が、今まで以上に各地

での活動を進めていかなければなりません。 

 障がいのある方にとってスポーツは、当事者の能

力を生かし、自らの社会参加や行動力の向上などの

夢を追い続ける大きな目的があります。        

障がいの有無に関わらず、互いに尊重し、支え合

う共生社会の一日でも早い実現を、切に望みます。 

 

 

 

 令和元年１０月２５日～２７日にかけて第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・那覇地域職業訓練センターで開催しまし

た。５００名を超える参加者を迎えて、社会見学・

式典・分科会・交流会・集会・記念講演をしました。 

良好な天気のもと行われた社会見学はＡコース

「世界遺産首里城公園とひめゆりの塔・平和祈念資

料館」とＢコース「おきなわワールド鐘乳洞と手作り

体験」に分かれて案内しました。 

 

 

 

 

 

第１分科会～第５分科会の中に第３分科会「沖縄

伝統文化を知ろう」沖縄の歴史・文化に触れる体験

をしました。 

 

 

 

 

 

 

交流会はロワジール

ホテル那覇で食事、お

しゃべりをしながらゲー

ムで昔の手話表現を学

びました。記念講演は

大屋あゆみ氏（劇団ア

ラマンダ）の「人生の転機～私が伝えたい事～」で

した。今までの苦しいことを忘れて、希望に向かっ

て頑張っていこうと気持ちが強くなっていると感激し

て盛り上がりました。人権・平和等について学習・討

論ができ、嬉しく思います。 

沖縄県聴覚障害者協会 
第４９回全国ろうあ女性集会 

沖縄県手をつなぐ育成会 
第２８回沖縄県ゆうあいスポーツ大会 
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生涯のうちに心の不調を経験する人は、５人に

１人と言われ、精神疾患は特別な疾患ではありま

せん。 

 

しかし、近年、精神科病院における長期入院と

ともに、身体拘束の急増が問題になり、医療改革

と合わせて、社会的入院の人権侵害をなくし、地

域で暮らしを支える社会資源、環境づくりが急がれ

ます。 

 

呉秀三が「この病を受けたるの不幸のほかに、こ

の国に生まれたるの不幸を重ぬるもの」と告発をし

て１００年が経ちます。 

 

沖縄ではさらに米軍統治下で、精神病者の私宅

監置が長く残りました。 

 

だれもが、地域において自分らしい生活が送れる

社会の実現をめざして「一人も取り残さないゆいま

ーる沖縄大会」を令和２年１月３０日～３１日、パ

シフィックホテル沖縄において開催します。 

 

九州各県の家族・当事者、関係者が一堂に会し、

相互の交流を深めながら各地・各領域の実践活動を

学び、精神保健福祉の向上を図ることを趣旨として

います。 

 

日 時：２０２０年１月３０・３１日 

場 所：パシフィックホテル沖縄 

 

☆沖縄の私宅監置 ドキュメント映画 

  『夜明け前のうた』上映とトークセッション 

☆基調講演「リカバリー 痛みの共有と連帯」 

  ～琉球古来の世界観 癒しの風土～ 

  講師：稲田 隆司 

（精神科医、沖縄県医師会常任理事） 

                他  

 

 

 

 

 

 

去る１１月１６日（土）、１７日（日）の両

日、第４７回九州視覚障害者サウンドテーブルテ

ニス大会が、福岡市立障がい者スポーツセンター

を主会場に開催され、九州盲人会連合会（野口豊

会長）加盟団体より 8チームが出場しました。 

 沖縄県チーム「監督／宮城朗、選手／又吉肖

子、當山政秋、安慶名久子、狩俣昌勝、宮城初

子、宮城朗（兼任）」は、前日１５日に福岡入り

し、大会に臨みました。 

 日程は、１日目団体戦、２日目個人戦（全盲の

部男女・弱視の部男女）で行われました。 

初日の団体戦、沖縄県チームは、初戦の福岡市

チームに３対１で勝利すると、そのまま勢いに乗

り、続く準決勝で長崎県チームに３対１、さらに

は決勝戦でも福岡県チームとの接戦を制し３対２

で勝利。念願の初優勝を飾りました。１９８０年

の第８回大会に初出場後、実に４０年目にしての

快挙を達成しました。 

 チームの皆さん、優勝誠におめでとうございま

す。また、個人戦につきましては、弱視女子の部

で、又吉肖子選手（宜野湾市）が４強入り。その

他につきましては１回戦、２回戦で惜しくも敗退と

なりました。 

今回、海を越えて沖縄に渡ってきた大優勝旗

は、沖視協ＳＴＴ大会（１１月２４日開催）の会

場でもお披露目致しました。 

 最後に、標記大会派遣に際し、ご協力いただき

ました各団体各位に衷心より感謝申し上げます。

有難うございました。 

 

第４７回九州視覚障害者ＳＴＴ大会報告 

沖縄県精神保健福祉会連合会 
一人も取り残さない ゆいまーる 沖縄大会 

【 問い合わせ・連絡先 】 

沖縄県精神保健福祉会連合会 

電話：098-889-4011 FAX：098-888-5655 

担当：高橋・桑江 

沖縄県視覚障害者福祉協会 
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元号が変わった令和初の沖縄県身体障害者スポー

ツ大会を開催し、県内各地より２４団体述べ８８７

名の選手の参加がありました。 

アーチェリー競技を「やってみたい！」という問い

合わせが多く、県身障アーチェリー協会ご協力のも

と練習を積み重ねた選手が初めて競技会へ参加し、

応援・関係者等の来場も増え、興味・関心が大きく

なっていると感じています。 

卓球・水泳競技

は全国障害者スポ

ーツ大会規則改定

で精神障害者が一

般卓球競技へ参加

できるようになり、男性７名・女性１名計８名の精

神障害者の選手が参加しました。 

フライングディスク競技は『取り組みやすさ』から

年々参加者が増えている人気の高いスポーツで、デ

ィスタンスとアキュラシーの両種目に参加する選手も

増えてきています。 

陸上競技では、天気に恵まれた晴天のもとそれぞ

れの種目に挑んだ選手は、大きな声援のなか、と

ても爽やかな汗を流していました。 

 

 

 

 

 

今大会、無事終了することができましたのは選手

はじめ各団体、役員、ボランティア、関係者各位の

ご協力のおかげです。ありがとうございます。 
 

対抗結果 福祉地区 施設部門 

優 勝 那覇市 沖縄中央療護園 

準優勝 豊見城市 仁愛療護園 

３ 位 沖縄市 青葉園 
 

・アーチェリー競技／申込１７名 

８月３日(土) 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 

・卓球・水泳競技／申込９６名 

８月２４日(土) 沖縄県総合運動公園体育館他 

・フライングディスク競技／申込３４７名 

９月１４日(土) 沖縄県総合運動公園レクドーム 

・陸上競技・本大会／申込４２７名 

１０月５日(土) 沖縄県総合運動公園陸上競技場 

 

 

 

「ボッチャ」というスポーツを知っていますか？ 

白ボール（ジャックボール）を的に、赤と青のボー

ルを投げたり転がしたりし

て、いかに近付けることがで

きるか正確性を競うカーリング

に似たようなスポーツです。 

２０２０年東京パラリンピック、そして２０２１

年全国障害者スポーツ大会（三重県）から正式競

技として決まった「ボッチャ」の普及を目的に、初め

て開催した本教室には１６６名の参加申込みがあ

り、関心の高さがうかがえました。 

（久米島からの参加もあり、事務局も驚きです！） 

開会式の中で進行・ルールの説明を行いました。

みんなでコートを囲みながら熱心に聞きました。 

いざ、試合が始まっていくと、投球１回１回に緊

張が走り、狙いを定めている選手には心で応援し、

白ボールに赤や青のボールがぴったりくっつくと大き

な歓声と拍手が沸き起こり、時に笑い声や残念な

「あ゛ーっ」が聞こえてくるなど、とても賑やかな教室

となりました。 

 

 

 

 

 

 

予選リーグ・決勝トーナメントを勝ち進んだ、鏡が

丘ボーイズｖｓ南城市の決勝戦は、みんなで応援

しました。ボッチャは頭脳戦でもあり、１投で流れ

が変わるときもあります。チーム同士で相談しなが

ら１球１球に集中して勝ちを狙う姿に会場のみんな

が見入っていました。 

 

 

 

 

 

 

結果は１位 南城市、２位 鏡が丘ボーイズ、 

３位 那覇市・沖縄中央療護園となり、大きな盛り

上がりの中、第１回を終えることができました。運

営・開催にご協力いただいた皆様、ありがとうござ

いました。 

第１回 

沖縄県身体障害者ボッチャ教室 
第５５回 

沖縄県身体障害者スポーツ大会 
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令和元年１２月１３日

（金）浦添市において、

福岡県の久留米喉友会 

会長の高巣詔二氏をお招

きし、特別教室「発声のし

くみについて」のご講話と

実践形式の個別訓練を行

いました。 

 

発声訓練及び個人指導・相談等について 

【講師：沖縄県友声会 会長 田名勉】 

日時 会場 

毎月第１～４土曜日 

（14:00～16:00） 
沖縄統合医療学院（２号館） 

毎月第２木曜日 

（14:00～16:00） 
浦添市ショッピングセンター 

【問い合わせ先】 

TEL:098-851-3455 FAX:098-851-3855 

E-Mail:jimukyok21@okisin.jp（末吉） 

 

 

 

 

毎月、オストメイト社会適応訓練を下記日程で開

催しています。オストメイトの方々だけでなく、ご

家族、その他、誰でも自由に参加ができます。 

開催地 開催場所 開催日時 

北部地区 
北部地区 

医師会病院 

毎月第 4 金曜日 

13：30～ 

中部地区 敬愛会 中頭病院 
毎月第 1 土曜日 

10：30～ 

南部地区 (株)琉球光和 3 階 
毎月第 3 金曜日 

14：00～ 

宮古・八重山

地区 ※調整中 
※令和２年１月 

開催予定 

 

内容：ＷＯＣナースによる相談、装具展示説明、 

   体験者交流会、情報交換など。 
 

【問い合わせ先】 

（公社）日本オストミー協会 沖縄県支部 

・北部地区：０９０-３７９０-７６０３（大城） 

・中部地区：０９０-５２９０-３３５８（翁長） 

・南部地区：０９０-２５１０-９６９５（福元） 

 

 

 

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 

・他 
計 

4 月 2  155 1 158 

5 月 1  117 1 119 

6 月 3 1 107 2 113 

7 月 4 1 102 1 108 

8 月 3  124 5 132 

9 月 4  74  78 

10 月 6 1 78 3 88 

11 月 2  126 2 130 

合計 25 3 833 17 926 
 

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 17 101 18 22 158 

5月 7 86 13 13 119 

6月 6 79 21 7 113 

7月 10 76 19 3 108 

8月 6 92 16 18 132 

9月 8 43 10 17 78 

10 月 5 41 20 22 88 

11 月 37 38 21 34 130 

合計 96 556 138 136 926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音声機能障害者発声訓練事業 

（特別教室） 

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) 

日本オストミー協会 沖縄県支部 
オストメイト社会適応訓練 

障がい者１１０番相談受付数 
（平成 31年 4月～令和元年 11月まで） 

会場：てだこホール マルチメディア学習室 

 
くちびるにことばを、

こころに愛を 

TEL:098-851-3455
mailto:jimukyok14@okisin.jp
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 令和元年１１月３０日（土）、名護市民会館中

ホールを会場に、第５３回沖縄県身体障害者福祉

大会を開催しました。オープニングアトラクション

では、脳性まひの障害がある新垣舞氏を中心とし

たグループ『舞とくくる』の歌三線及び手話歌、名

護市の『福祉サービス事業所のびる』のメンバーに

よる賑やかなダンス等が披露されました。 

 

 

 

 

 

 第１部の式典では、身体障害者福祉事業に功績

のあった方への表彰、そして名護市身体障害者福

祉協会 上地寛康会長に

よる大会宣言(案)の読み

上げが行われ、大会スロ

ーガン【障がいのある人

もない人も手をつなぎ合

い、ゆいま～る社会の実

現を！】のもと、障害者

が自らの決定に基づき、自己実現できるよう一丸

となって取り組むことなどが盛り込まれた宣言(案)

が万雷の拍手のもと採択されました。 

 第２部の講演会では、沖縄県出身（神奈川県在

住）のコラムニスト伊是名夏子氏を招き『障害者

は助けてもらうのではなく、お互いに助け合う存

在』のテーマのもとご講演いただきました。『骨形

成不全症』との日々（誕生から学生時代、出産、

子育てに至るまで）をユーモアも交えながら話す

様子に会場は聞き入りました。質疑応答では病気

に関すること、英語（伊是名氏は英語指導員の経

験も）の勉強法に関すること、赤ちゃんの夜泣き 

についてなど幅広い方面から質問が出てきて、皆

さんの興味・関心の高さがうかがえました。 

 

 

 

 

 

 ６年ぶりの名護市開催の福祉大会でしたが、約

４００人もの参集人数があり、大会は盛会のうち

に幕を閉じました。 

 

福祉事業功労者表彰…１名・４団体 

・普久原朝正 ・朗読ボランティアすだち 

・点字サークル点訳工房 ・手話サークルうるま 

・リーディングサービスいしかわ相思樹の会 

 

特別永年勤続功労者表彰…８名 

・知念ユキ子  ・酒井ひろ子  ・仲座守秀 

・宮里清子   ・新垣武四郎  ・儀武貞夫 

・川門淳子   ・下地洋子ネウザ 

 

永年勤続功労者表彰…２４名 

・金武明義   ・比嘉妙美   ・新城京子 

・野原志乃   ・照屋智    ・親川勝 

・工藤大二郎  ・野原利恵美  ・義間志穂 

・伊舎堂守雄  ・神谷進    ・森田清光 

・内村茂子   ・屋比久孟善  ・玉寄絢子 

・金城いずみ  ・津波古奈津子 ・新垣明美 

・親泊高子   ・島袋友子   ・呉屋利 

・花城哲也   ・肥後一斗   ・井下睦美 

 

自立更生表彰…２名 

・佐久間三千代 ・池原淳 

 

 

～本大会は沖縄県共同募金配分金を受けて開催しています～ 

 

第５３回 

沖縄県身体障害者福祉大会 

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 ― 



（６）平成７年５月１０日第３種郵便物認可               令和元年１２月２０日発行（毎月 20日 25日 30日発行）ODA通巻 第１２５８号 

 

 

 

 

【大会スローガン】 

〇障がい当事者として地域防災計画づくりに参画し

よう！ 

〇平成から令和へ共生社会の実現を目指し、心の

バリアフリーの推進に努めよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年１１月１４日（木）・１５日（金）、

佐賀市文化会館で標記大会が開催され沖縄県から

７名が参加しました。１４日は「東京パラリンピッ

クを契機とした共生社会の実現とそれに向けた地

域の役割」について行政説明のあと、障害福祉関

係諸施策の問題として「障害者差別解消法の理解

と啓発について」「行政との連携及び災害に備えた

組織強化」「障害者相談員の資質向上と相談活動

への支援について」をテーマに研究討議がされまし

た。１５日の式典では、沖縄市障がい者福祉協会

理事長 普久原朝正氏が組織活動功労表彰、沖縄

県身体障害者福祉協会監事 新垣武四郎氏が特別

表彰を受賞しました。また、「佐賀県における障害

者差別解消法に向けた取り組み」についての講演

や研究部会報告、大会宣言、決議が採択され佐賀

大会は閉会しました。 

【大会決議】 
一．障害者差別解消法の地域社会への理解・啓発

を図ろう 
一．障害の社会モデルの考え方を広く浸透させよ 
  う 
一．身体障害者相談員を地域の相談支援体制に活

用することを求めよう 
一．地域防災計画への参画と災害時の被災者支援

の充実を図ろう 
一．地域との関係を密にし、市町村との連携・協力

により組織強化を図ろう 

 

 

 

  第２回目を迎える今号では『沖縄市』の紹介 

 を行ないます！アピールポイントは『ダンス』★ 

 

 

 

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★ 

【 沖縄市障がい者福祉協会 】 
（普久原朝正 理事長） 

 

【会員数】１４０名 

 

【 活動紹介 】 

・スポーツ教室（陸上＆ＦＤ、卓球バレー、ＳＴＴ、Ｇ・Ｇ） 
・沖縄県身体障害者スポーツ大会参加 
・ダンス教室（レクダンス、車いすダンス、社交ダンス） 
・ふれあいダンスパーティ（１１月） 
 
 
 
 
 
 
・イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 
・赤い羽根共同募金街頭募金活動（１０月） 
・新年会（１月）  ・社会見学（２月） 
 

【 一言コメント 】 

障がい者・児や地域住民の方々との交流を目的に

『ふれあいダンスパーティ』を行なっています。

市町村身協の皆さんも一緒に踊りませんか？ 
 

【 問合せ 】  

住所：沖縄市住吉１－１４－２９ 

（沖縄市社会福祉センター内） 

TEL：０９８－９３８－３４８０ 

MAIL：okishokyo@sage.ocn.ne.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 

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 

 

第５０回九州身体障害者福祉大会・ 

第２７回九州ブロック身体障害者相談員研修会 

（佐賀県大会） 


