平成７年５月１０日第３種郵便物認可

令和３年３月２５日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻 第１３５０号(１)

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）

沖縄県障害者社会参加推進センターだより 第 58 号
沖縄県手をつなぐ育成会

沖縄県精神保健福祉会連合会

第 54 回沖縄県知的障がい者教育・福祉・就労研究大会

映画『夜明け前のうた～消された沖縄の障害者～』紹介

令和３年２月２０日（土）、沖縄県総合福祉セ
ンターゆいほーるにて「第５４回沖縄県知的障がい
者教育・福祉・就労研究大会」を開催致しました。
会場の人数制約もあり、参加者は１００名程
で、沖縄電力様への感謝状をはじめ、砂川好彦副
理事長、元山尊章様、與儀渉様、宮平幸代様への
表彰から大会は始まりました。
行政説明では
「那覇市の非難
行動要支援者に
ついての取組み」
をテーマに説明が
あり、福祉政策課
の比嘉美樹主査によると、日常から行われている
取り組みが、災害時の円滑な避難につながるとの
解説がありました。
基調報告は、「コロナ禍の障がい者虐待につい
て」田中理事長の講演が行われました。コロナ禍
の密閉された施設や家庭内での虐待防止対応や、
４月からの制度改正により、現在は行政のみが義
務付けられている「合理的配慮」を、民間企業への
義務付けを適応すべき法改正案が今国会で進んで
いること、また福祉事業所に「虐待防止に関する責
任者や委員会の設置」を令和３年度からは「努力
義務」、令和４年度からは義務付ける法改正など
が報告されました。
障害当事者の発表では、新垣勝弘様と、安冨祖
里美様が、シンポジウムでは、はなさき分校の西
田敦子教諭が学校での取組み、社会福祉士の宮田
英治氏が後見人制度について貴重なご意見を発表
されました。
本大会の開催にあたり、ご支援ご協力頂きまし
た皆様、大会の趣旨にご賛同賜りご協賛下さいま
した皆様に、心より感謝を申し上げます。

１９００年制定
の「精神病者監護
法」に基づき精神
障がい者を小屋な
どに隔離した国家
制度「私宅監置」。
日本は地域社会
の安寧を保とうと、
多くの精神障がい
者を犠牲にしてき
ました。１９５０
年に日本本土では
禁止になったこの
制度は、沖縄では
本土復帰を迎える１９７２年まで続きました。
時代のなかで「やむを得なかったこと」として闇に
葬られ、人生を奪われた犠牲者たちへの公的な調
査・検証は行われず、尊厳は損なわれたままです。
この映画はフリーテレビディレクターの原義和さん
が、そのように小さくされ、犠牲を強いられた人び
とに焦点を当てたドキュメンタリーです。
映画をきっかけとして、たんに歴史を振り返るだ
けでなく、なぜかつて社会の仕組みとしてこのよう
なことが起こってしまったのか、ひるがえって現在の
私たちはどのように変わることができたのか、ある
いはできていないのか、議論を始められればと思い
ます。
バリアフリーのためのＵＤＣａｓｔ対応となって
いますので、ぜひお誘いあわせのうえご来場くださ
い。
令和３年３月２７日の東京Ｋ‘ｓシネマを皮切り
に、４月３日から那覇市の桜坂劇場で上映がスター
トします。
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沖縄県視覚障害者福祉協会

盲教育 ～戦前のあゆみ①～

視覚障害者パソコン教室・お菓子作り講習会

【令和２年度視覚障害者パソコン教室】
視覚障害者を対象にしたパソコン教室（全２０
回）を開催しました。当初、参加された方のほと
んどは、音声ソフトのキーボード操作に苦戦してい
ましたが、今ではＹｏｕｔｕｂｅで音楽を楽しむ
方や、Ｚｏｏｍを使って県外の方と囲碁を打つ方
もおり、今回のパソコン教室で学んだことを実践す
ることが出来て良かったとの声を頂きました。
次年度も開催予定なので、興味のある方は沖視
協までお問い合わせ下さい。

第１３５０号

沖縄県立盲学校は令和３年５月１日で１００周
年を迎えます。なぜ、それほど早く盲教育が始まっ
たのでしょうか。その手掛かりを宮崎県延岡市出身
の高橋福治氏のあゆみから知ることができます。
高橋福治（１８９５～１９７４）は、４歳のこ
ろ遊んでいた際に右目を負傷し、６歳には左目の視
力も失い、全盲となりました。１５歳の時、同じ延
岡出身の原田という人から点字の読み書きと、あん
まの手ほどきを受けました。１７歳で大分県立盲唖
学校に入学し、卒業後は鍼灸とあんまの治療院を開
業していました。
彼は学生の頃、地理の授業で沖縄のことを学んだ
時から『この地に住む盲人はどのような暮らしをして
いるのだろう』と考えるようになっていました。そし
て、１９１９年に沖縄県庁宛てに次のような質問を
手紙で送りました。
①沖縄には盲学校はあるか。
②盲人の鍼灸あんまの試験は行われているか。
③盲人があんまで暮らしを立てているか。

【お菓子作り講習会】
令和３年２月１３日（土）砂川ひとみ先生をお
招きして「お菓子作り講習会」を沖縄視覚障害者福
祉センターで開催しました。翌日がバレンタインデ
ーでしたので、ハート型のチョコレートムースを作
りました。簡単でおいしく出来上がりました！

ご参加くださいました皆様、ありがとうございま
した。

沖縄県からはいずれも実施されていないと回答を
もらいました。高橋はますます 『沖縄にいる同じ立
場の人たちを助けたい』と思うようになりました。
１９２０年３月１８日、彼が２５歳の時に来沖
しました。
高橋は、次の日から１本の杖を頼りに生徒探しを
始め、集まった３名の生徒に対し那覇市公会堂で点
字の読み書きと、あんまの技術を教えました。
彼は会う人すべてに『盲人が自立した生活を送る
には教育を受け、鍼灸あんまの技術を身に着ける必
要がある』と熱意を込めて語りました。その態度に
に共感し、協力したいという人も現れるようにな
り、その中には『自分の家を貸してもよい』と申し出
る人もいました。
１９２１年５月１日、那覇市天妃に引っ越した高
橋は、そこに訓盲院を設立しました。
（次号に続く）
（お話し）
沖縄県身体障害者相談員連絡協議会
会長

豊平

朝清
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沖縄県聴覚障害者協会
沖縄聴覚障害者情報センター

【遠隔手話サービスについて】
沖縄県では令和２年９月より、スマートフォンや
タブレット端末を用いた「遠隔手話サービス」を整備
しました。きこえない・きこえにくい人が診療時や入
院手続き等で、医師や医療関係者と効率的なコミュ
ニケーションが必要な場合や、新型コロナウイルス
等感染症の危険がある場合などに、利用者と通訳
者の接触機会を減少させ、関係者（手話通訳者・医
療関係者など）への負担軽減と安全確保のため、
ビデオ通話を利用した遠隔手話サービスです。

サービスの実施を行なう沖縄聴覚障害者情報セ
ンターは、遠隔手話サービスをスムーズにご利用
いただける様に、聴覚障害者、手話通訳登録
者、市町村関係機関へ説明会を行っています。
遠隔手話サービスの利用を希望される際は、利
用者（聴覚障害）から市町村の手話通訳派遣コー
ディネーターにメールまたは FAX で依頼します。
詳しくは、下図の「①遠隔手話サービス 県事
業（感染症罹患の疑い）」「②遠隔手話サービス
活用例１ 市町村事業」をご覧ください。
【問い合わせ】 沖縄聴覚障害者情報センター
TEL:098-943-6617 FAX:098-943-6556
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第１３５０号

沖 縄 県 友 声 会

沖縄県身体障害者福祉協会
公益事業 ２月登録者学習会

音声機能障害者発声訓練及び個人指導・発声相談について

令和３年２月２８日（日）に、『Ｚｏｏｍを使
った遠隔通訳を体験しよう』というテーマで、当協
会に登録している要約筆記者、手話通訳者を対象
に学習会を開催しました。
今年度は新型コロナウイルスの影響で、例年の
ように学習会を開催できず、今回が１回目の学習
会となりました。
まず、当協会の建物内に４つのブースを作り、
それぞれ『運営本部』『パソコン要約筆記』『手話
通訳』『ＵＤトーク』を割り当て、２～４名の遠隔
通訳体験者等を配置しました。
①【運営本部】※写真左下
運営本部ではＺｏｏｍホスト役の経験を積むこ
とを目的に、Ｚｏｏｍの受付やデモ講演の講師役
を行ないました。
②【パソコン要約筆記】※写真右上
パソコン要約筆記では、ブースに２名、またＶ
ＰＮ接続を用い、自宅からの参加として個々の自
宅から、３名の要約筆記者が遠隔通訳を体験しま
した。
③【手話通訳】※写真右下
手話通訳では、ブースに２名の手話通訳士を配
置し、遠隔通訳における服装や、立ち居振る舞い
を学ぶことを中心に遠隔通訳を行ないました。
④【ＵＤトーク】※写真左上
ＵＤトークではブースに３名の要約筆記者を配
置し、コミュニケーション支援アプリのＵＤトークを
使い、話者の発言を復唱し、音声認識から文字化
させるリスピークという技術を体験しました。

喉頭がん、咽頭がん、舌がん、食道がん、甲状
腺がん等による喉頭全摘者で音声機能障がいの方
を対象に「発声訓練・個人指導等」を行っています。
開催日時
開催場所
毎月第１～４土曜日
（14:00～16:00）

沖縄統合医療学院（２号館）
（浦添市伊祖４－９－８）

【問い合わせ先】
・社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会
TEL：098-851-3455
FAX：098-851-3855
携帯：090-8917-0790
Ｅ-ｍａｉｌ：jimukyok21@okisin.jp
・沖縄県友声会 会長：田名 勉
TEL：098-933-3088 FAX：098-933-3103

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

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。
開催地
北部地区

開催場所
北部地区
医師会病院

中部地区

敬愛会 中頭病院

南部地区

(株)琉球光和 3 階

宮古・八重山
地区

※調整中

開催日時
毎月第 4 金曜日
13：30～
毎月第 1 土曜日
10：30～
毎月第 3 金曜日
14：00～
※調整中

【問い合わせ先】
（公社）日本オストミー協会 沖縄県支部
・北部：090-3790‐7603（大城）
・中部：090-5290‐3358（翁長）
・南部：090-2510‐9695（福元）
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

そのほか、視聴のみですが５名の要約筆記者、
１１名の手話通訳者等が学習会に参加しました。
本学習会に協力していただきました、全国要約
筆記問題研究会沖縄県支部様、美ら島きこえ支援
協会様、まことにありがとございました。

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。
※ 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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―

経営理念

沖 縄 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会

一、利用者本位

一、社会貢献

―

一、責任と実行
第３９号

沖縄県身体障害者スポーツ教室
（出張型での開催）

令和２年度 第２回
市町村身体障害者協会長及び事務担当者会議

今年度の第５６回沖縄県身体障害者スポーツ大
会は新型コロナウイルス感染症により中止となりま
したが、代替事業として、地域や施設等でのスポ
ーツ教室を開催しました。
「団体から申し込みを受け、希望内容（日時・場
所・スポーツの種類）に沿って開催する」という今
までにないスタイルでの事業でしたが、新しい生
活様式を取り入れながら１０月から２月の期間で
６回行いました。久々に会えた皆様から「楽しかっ
たよ～」と嬉しい言葉をいただき、あらためてスポ
ーツ活動の必要性と楽しさを感じました。

令和３年３月９日（火）～１１日（木）にかけ
て、標記会議を開催しました。圏域ごとの分散開
催でした。それに加え今回はＺｏｏｍを利用し、
離島の身障協の参加もありました。
９日は南部地区（会場：南風原町）と宮古島、
１０日は北部地区（会場：本部町）と伊江島、
１１日は中部地区（会場：うるま市）と石垣島と
いう日程で行ないました。

開催にあたり協力をいただいた皆様、ありがとう
ございました。開催内容は下記のとおりです。
団体

種類

参加者

10 月 11 日
（日）

日にち

うるま市身協

ラダーゲッター・ボッチャ
バッゴー

１３名

10 月 18 日
（日）

南城市身協

グラウンド・ゴルフ

３０名

11 月 7 日（土）

那覇市身協

フライングディスク

１５名

11 月 12 日
（木）

都屋の里

ふうせんバレー・ボッチャ

３０名

1 月 17 日（日）

うるま市身協

ラダーゲッター・ボッチャ
バッゴー・ふうせんバレー

１８名

2 月 9 日（火）

金武町身協
町内事業所

卓球バレー・ふうせんバレー

９名

12 月 20 日
（日）

西原町身協

ボッチャ

１月・２月

うるま市内
児童デイ

ふうせんバレー

2 月 27 日（土）

沖縄市障協

カローリング

新型コロ
ナウイル
ス感染症
の影響に
よる中止

前半は、福祉講演会として沖縄県障がい者 IT サ
ポートセンター所長 仲根建作 氏に『障害者×デジ
タル社会』のテーマのもと、講演いただきました。
マイナンバーカードの作成・利用という身近なデ
ジタル化から始まり、政府のデジタル社会の実現
に向けた基本方針、ICT を利用して生活している８
０代の方の紹介など、わかりやすくかみ砕いた内
容で説明いただきました。
後半は、沖縄県身体障害者福祉協会の事業報告
と事業計画、パーキングパーミット制度の報告など
を中心に会議を進めました。
今回初めてＺｏｏｍを使うことで、これまで参
加できなかった
離島の身障協と
つながれたこと
は、非常に大き
な成果であり、
今後も続けてい
きたいです。
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ご寄附ありがとうございます
【田名 勉 様 ／ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ・ﾌｪｲｽﾏｽｸ 100 個】
今なお予断の許さない
コロナ禍ですが、沖縄県
友声会の田名会長より
ご寄付いただきました。
【うるま市身体障がい者協会 様 ／ 10,000 円】
令和３年１月１７日にうるま市身体障がい者協
会様よりご寄付を頂きました。
【座間味 寿 様 ／ 競技用車イス】
障がい者スポーツに関わる
講習会や福祉体験学習などで
使用する車椅子が不足してい
たところ、「競技用車イス」を
ご寄付いただきました。
今回ご寄付をいただきました浄財は、身体障害
者福祉活動の向上に役立て有効に使わせていただ
きます。皆様、誠にありがとうございます。

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★
今回は、スポーツも文化活動も元気に笑顔で取
り組む崎原会長率いる与那原町の紹介です。

【与那原町障がい者協会 】
（崎原真純 会長）
【会員数】１０名
【活動紹介】
・月 1 回／定例会(フレンドの会)
町内の美化活動

・年数回／社会見学、ピクニック、
スポーツ大会、宿泊研修など

中央障害者社会参加推進センター
オンラインセミナー
令和３年３月８日（月）、標記のセミナー（シ
ンポジウム）に沖身協 業務課の仲里がシンポジス
トとして参加しました。『コロナ禍における団体の
取組～新たなチャレンジ～』というシンポジウムテ
ーマのもと、沖身協からは令和２年１１月に開催
した沖縄県身体障害者福祉展で行なった『バーチャ
ル福祉展の取組み』について報告させていただき
ました。
バーチャル福祉展を開催する上での、調査、準
備、実際のソフトを使った編集に
ついてを主題として話し、また、
バーチャル福祉展の活用例とし
て大宜味村身体障害者協会の活
動紹介を行ないました。

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

・その他／県身体障害者スポーツ大会や
県身体障害者福祉展への参加
他市町村身障協のイベント見学など
【一言コメント】
与那原町障がい者協会は、社会福祉センターと
交流センターひざしの協力の元、みんな仲良く
お互いの個性を大切に、とても楽しい充実した
今を過ごしています。これからもみんなで力を
合わせて活動していきます。
【問合せ】
住所：与那原町字上与那原１６－２
（与那原町社会福祉協議会内）
TEL：０９８-９４５-３０１６
FAX：０９８-９４６-７９７０
※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

