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沖縄が本土復帰５０周年となる今年、「美ら島

おきなわ文化祭２０２２」（第３７回国民文化祭 

第２２回全国障害者芸術・文化祭）が、１０月２

２日～１１月２７日の期間で開催されました。  

開会式は天皇皇后両陛下がご臨席される中、沖

縄の伝統芸能が披露されたり、県出身アーティス

トと高校生が合唱したりと、老若男女問わず、文

化に親しみ、継承・発展させていこうという想いが

表現されていたように感じます。 

全国アート作品展では県内外の障害者が手がけ

た絵画や写真、書道、立体作品が一堂に会しまし

た。まちなかアート展ではゆいレール駅や各地の

港、商業施設などにも

作品ポスターが展示さ

れ、偶然見かけた人に

も知ってもらえる展示で

した。どちらの展示も作

品からはそれぞれの個性があふれ、多くの人の心

に力を与えたと思います。また「私も作品を通して

表現したい」と刺激になった方もいるのではないで

しょうか。 

また造形ワークショップ（大型・小型）は創作す

る喜びに触れる機会となりました。日頃、創作活

動を行う人のみならず、「やってみたい」の気持ち

を後押しする企画となっていました。 

 

 

 

 

 

 

全国的イベントが沖縄で開催されたことは有意

義なことです。だからこそもっと早くもっと多くの

方に情報が行き届いてほしかったと思います。 

 

 

 

コロナ禍の中で２年間

中止を余儀なくされてい

ました『第２９回沖縄県

ゆうあいスポーツ大会』

が、１０月２９日（土）

に沖縄県総合運動公園補

助競技場にて開催されま

した。 

 例年約２０００名が参加する、知的障がい者単

独のスポーツ大会としては、全国でも数少ない同大

会ですが、大変残念ですが今年度はコロナ感染症

予防を考慮し、参加希望者のみ９団体・約１６０名

の選手に縮小し開催となりました。 

秋晴れの中、沖縄県こども生活福祉部の宮平道

子部長のご挨拶、伊波貴洋さんの選手宣誓のあ

と、無事に競技が開催されました。 

 今年度は、トラック競技・立ち幅跳びの競技を行

い、また食事時間を挟まぬ短時間での大会となりま

したが、参加選手のみならず競技役員や施設・事業

所支援員、ボランティアの専門学校の皆さんなど、

この瞬間を待ちわびていたかのように、すべての顔

が笑顔に満ち溢れており、障がいのある人たちのス

ポーツを通じた社会参加の必要性を感じるばかりで

した。 

 本大会を通して、選手の皆様にスポーツ競技の技

術の追求や、仲間との親睦に加え、スポーツの楽し

さや喜びを十分に体験して頂くと共に、障がいのあ

る人達が地域で豊かに暮らし、より多くの社会参加

の機会を多くの方々に理解して頂き、障がいの有無

に関わらず、互いに尊重し、支え合える共生社会の

実現に繋がる事を望んでやみません。 

 ３年ぶりとなった本大会にご支援・ご協力いただ

いた関係機関の皆様方への感謝と共に、次年度から

の通常開催を切に願うばかりです。 

沖縄県手をつなぐ育成会 
第２９回沖縄県ゆうあいスポーツ大会 開催報告 
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 令和４年１０月２１日（金）、沖福連の精神保

健福祉研修会『家族大会２０２２』が、西原町さ

わふじ未来ホールにて開催されました。 

 およそ３年ぶりの会場開催となる今回の大会

は、YouTubeライブよるオンライン配信も同時に

行ない、沖福連として初めての本格的なハイブリッ

ド型イベントの試みともなりました。 

 講演会講師として招いた精神科医の樺沢紫苑氏

は、著作４０冊を数えるベストセラー作家であると

ともに、YouTubeやSNSでの情報発信も盛んに行

なっているインフルエンサーでもあります（動画の

総再生回数は、１億９千万回超！）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講演会では心身の健康について、日々の生活に

簡単に取り入れられるアイデアやヒントをたっぷり

お話しいただきました。 

 またイベントの後半では、県内家族会からのビ

デオメッセージを上映。映像を通して、障がい者家

族会の“いま”を共有しています。 

 

 

 

 ２０２０年に【なき

じん村耳マーク普及

会】を立ち上げ、社協

の助成金を活用して、

公共施設等での耳マー

クを使った聞こえの環

境整備活動・合理的配慮の推進を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県北部地区の方が多く利用する北部地区医

師会病院にて、受診時の聞こえの配慮を要望しま

した。その結果、耳マークの提示で筆談や検査手

順シート利用できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 村民の約１１％が聞こえにくさを感じている現状

がある中【なきじん村耳マーク普及会】は、①耳マ

ークの利用周知、②接遇スキルアップ、③社会生

活等スキルアップを目標に活動を進めていきます。 

 

お問い合わせ 

〒905-0426 沖縄県今帰仁村字諸志 1944 

TEL:070-5275-8003（代表：酒井ひろ子） 

沖縄県精神保健福祉会連合会 
沖福連・家族大会 2022のご報告 

なきじん村耳マーク普及会 
団体の紹介と活動 

① 利用者が耳マーク表示 

② 病院受付の呼出 

③ 手順シートの提示(例：血液検査) 

聞こえに不自由とは… 

 
え？何が 

大丈夫なの？ 

会のシンボル 

リュウキュウコノハズク 
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 去る１０月２９日（土）午後２時から沖縄市社

会福祉センターにて『“紫 MURASAKI”～伝説のロ

ック・スピリッツ～』を音声ガイド・日本語字幕付き

で上映会をしました。 

参加して頂いた方

は、聴覚障がい、視

覚障がいの方々を含

め４０名を超える参

加者がいらっしゃいま

した。参加者から

は、どんな形で映画

を見ることが出来る

のか。大変わくわく

した気持ちでお話を

された方もいらっしゃ

いました。聴覚障が

い者からは「映画を

見に行っても、字幕もなくただ画面を見るだけ、今

回楽しみにしている」などの声もありました。 

上映が始まり身振り手振りなどで、ろう者どうし

合図を行いながら見ている方々もいらっしゃいまし

た。８２分の上映が終わり、昔のコザを懐かしが

る方や、「今まで映画館に行けなかった方から大変

楽しく映画を見ることが出来た」「健常者と障がい

者が同じ場所で、同時に見ることができ、楽しむこ

とができた」「今後もこのような取り組みをどんど

ん行なって頂きたい」などの声や感想をいただきま

した。 

今回、沖縄県にて制作された映画の放映ご協力

を頂きました株式会社９１８・高山製作所さんに大

変感謝申し上げます。 

今後、沖縄県内で作成された映画を配給会社の

協力を得て、音声ガ

イド・日本語字幕を付

け編集をし、南部・

中部・北部・宮古島・

石垣島の５か所で上

映できるよう、多方

面の方から意見を聞き・調整して実現に向け活動し

ていきたいと考えております。それには皆さま方の

ご協力が不可欠ですので、ご支援ご協力をいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 令和４年１１月２２日（火）安慶名萌子先生を

お招きして「アクセサリー講習会」を沖縄視覚障害

者福祉センターで開催しました。 

水晶やアメジストなどのパワーストーンを使い、

オリジナルブレスレットを作りました。石の種類に

よって意味があるそうで、水晶は気持ちをクリアに

して、リセットさせる効果があるようです。 

石の説明をうけながら製作し、それぞれの個性

があふれる素敵な作品が出来きました。 

アクセサリー講習会は大好評で１２月にも開講

予定です。ご参加くださいました皆様ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

【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- 1 

(沖縄県障害者社会参加推進センター 相談室) 

沖縄県視覚障害者福祉協会 
アクセサリー講習会 

沖縄市障がい者福祉協会 
～ 映画のミカタ ～ 
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 今年度は、１０月２１日に北部地区の本部町民

体育館を皮切りに、１１月に中部地区をうるま市

石川体育館、そして１２月に豊見城市民体育館に

て南部地区の教室を行ないました。 

今回は、初めて全会場

とも平日開催で行いまし

た。土日開催では、参加

出来なかった事業所にも

参加頂くことができ、参

加者の皆さんで良い交流

が出来たかなと思います。 
 

・北部地区 優勝：大宜味村身協  

・中部地区 優勝：うるま市身協 B 

・南部地区 優勝：ODS-A(沖縄 DEAFシーサー) 

 

 

 

 地域の障害者スポーツの振興、活動促進に寄与

することができる人材養成を目的に、９月～１１

月にかけて標記講習会を名護市、南城市、うるま

市にて開催しました。座学・実技を交えた講習会を

実施し、新たに４４名がサポーターとして登録して

います。今後も、スポーツをはじめとする様々なイ

ベントと連携ができればと構想していますので、お

手伝いが必要なイベント等があれば、当協会まで

お気軽にご連絡ください。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症による、我慢の時期

が続いていましたが、感染症対策へのご理解とご

協力を頂きながら３年振りに開催しました。 

各競技の会場で選手や関係者の皆様が「久しぶ

り～」など声を掛け合ったり、激励したりなど、こ

の大会ならではのスポーツを通じた交流・親睦の場

となっていました。今大会の開催は選手はじめ各団

体や競技団体、ボランティアなど多くの皆様のおか

げです。ありがとうございます。 
 

団体対抗競技結果（福祉地区部門） 

優勝：うるま市 準優勝：沖縄市 ３位：浦添市 

 

 

 

 

 

 

 

各競技会の実施状況【開催済み】 

・８月７日（日）アーチェリー競技 

沖縄県立鏡が丘特別支援学校 

・８月２０日（土）水泳競技 

奥武山公園水泳プール 

・１０月８日（土）陸上競技／本大会 

沖縄県総合運動公園陸上競技場・補助競技場 

・１０月２９日（土）卓球競技（ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ） 

 サン・アビリティーズうらそえ 

・１２月１７日（土）卓球競技（一般卓球） 

 豊見城市民体育館サブアリーナ 

【今後の開催予定】 

・令和５年１月１５日（日）ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ競技 

沖縄県総合運動公園レクドーム 

 

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 ― 

令和４年度 

沖縄県身体障害者ボッチャ教室 

令和４年度 

沖縄県障害者スポーツサポーター養成講習会 

第５８回 

沖縄県身体障害者スポーツ大会 



平成７年５月１０日第３種郵便物承認               令和４年１２月２５日発行（毎月 20日 25日 30日発行）ODA通巻 第１４６４号（５） 

 

 

 

 令和４年１１月１９日（土）、与那原町上の森

かなちホールを会場に標記大会を開催しました。

３年ぶりに観客を入れて行なう形の開催で、大会

スローガン『障がい者の人格を尊重し 誰もが安心

して暮らせる共生社会を』のもと、県内各地より約

２００名が参集しました。 

 第１部表彰式典は、与那原町障がい者協会らの

アトラクション『与那原小綱曳』にはじまり、下記

の方々への表彰状の授与、大会宣言(案)および大

会決議(案)の採択が行なわれました。 

 

 

 

 

 

 第２部は、琉球古典舞踊 渡嘉敷本流 守藝の會

の皆さんと与那原町商工会女性部の方々による

『繁昌節』『兄弟小節』の舞踊に始まりました。 

 その後、『パラスポーツが変えたもの』をテーマ

に、パラトライアスロン日本代表の秦由加子氏と

車椅子ラグビー元日本代表の仲里進氏、ファシリ

テーターにリアルドラミちゃんを迎えてトークセッシ

ョンを行ないました。パラスポーツをはじめたきっ

かけや、お二人が感

じた世界と日本の障害

者に関する比較など、

貴重なお話を伺うこと

ができました。 

 

福祉事業功労者／８名 冨里朝信 ・玉元武一 

・豊平朝清 ・松田繁子・外間りさ ・佐久川洋一  

・照屋秀安 ・喜屋武保 

特別永年勤続功労者／１２名 新垣如美  

・新里百子 ・山城正和 ・知念賢紀 ・安里京子  

・宮良望 ・比嘉学 ・比嘉和也 ・仲田一郎  

・末吉基起 ・仲田奈津紀 ・大城勝美 

永年勤続功労者／１９名 糸数理香 ・加茂幸乃 

・大城みゆき ・又吉裕貴 ・高森美奈 ・金城孝子  

・伊佐由香里 ・安里清竹 ・島袋恵 ・金城さつき 

・粟国理恵 ・知花操 ・金城正江 ・松本匡  

・屋比久君子 ・上村幸子 ・國吉智恵美 ・島袋香 

・名嘉洋子 

大会長特別感謝表彰／１名 垣花弘光 

 

 

 

令和４年１１月１１日（金）、鹿児島ふれあい

スポーツランドクレイ広場にて『第１５回九州身体

障害者グラウンド・ゴルフ大会（鹿児島大会）』が

開催され、九州各県より２７チーム／１３９名、

沖縄県からは６月の予選会で優勝した、うるま市

身体障がい者協会チームが沖縄県代表として参加

しました。九州の壁は厚く、結果は２７位という成

績でしたが、個人表彰のブービー賞に沖縄県選手

の名前が呼ばれたときは、表彰式のなかで一番盛

り上がっていたと感じました。令和５年度は『宮崎

県』での開催となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月１８日（金）に鹿児島サンロイ

ヤルホテルで標記研修会が開催され、沖縄県から

６名が参加しました。 

講演では日身連会長の阿部一彦 氏が「障害者

施策の動向と障害者相談員活動の役割」について

話され、障害者相談員（ピアサポーター）の在り

方を再確認しました。 

シンポジウム「災害時の障害者の安全と身体障

害者相談員の役割」では、災害に遭われた障害者

相談員の取り組みや気づきを学ぶ機会となりまし

た。また、九州身体障害者団体連絡協議会会長表

彰が執り行なわれ、県内からは下記の方々が受賞

されました。 
 
【特別表彰】石川 健 (八重瀬町社協) 

【組織活動功労表彰】仲田 美和子(北中城村身協) 
 
一緒に参加したメンバーとも親睦を深め、実りの

多い研修でした。 

第５５回沖縄県身体障害者福祉大会 
第１５回 

九州身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ大会 

第２９回 

九州ﾌﾞﾛｯｸ身体障害者相談員研修会 



（６）平成７年５月１０日第３種郵便物承認               令和４年１２月２５日発行（毎月 20日 25日 30日発行）ODA通巻 第１４６４号 

 

 

 

【チャリティモルック大会】 

 令和４年７月～１０月にかけて、下表のとおり

チャリティモルック大会を開催しました。 

日にち 会場 参加 

7/23(土) 豊崎海浜公園ゆめさき広場 8 ﾁｰﾑ 

8/21(日) 糸満平和祈念公園 13 ﾁｰﾑ 

10/1(土) 金武町総合保健福祉ｾﾝﾀｰ 28 ﾁｰﾑ 

 木の棒を投げてピンを倒す、フィンランド発のス

ポーツ『モルック』。初めて挑戦する方も多かった

のですが、競技性の取っつきやすさから１回戦、

２回戦、決勝…と試合を重ねるごとに、皆さんど

んどん上手になっていきました。障害者以外にも社

協職員チームや、一般のモルック経験者チームな

どの参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 みんなが同じルールのもと競技できるモルック。

勝ったチームはもちろんのこと、負けたチームから

も「今度は勝ちたい。また大会をやって！」と大会

を切望する声がありました。 

 次年度以降、なんらかの形で

またモルック大会が開催できるよ

うにしたいです。 

 

【チャリティゴルフ】 

 令和４年９月３０日（金）、南山カントリーク

ラブを会場にチャリティゴルフを開催しました。当

日は好天に恵まれ１５７名の参加がありました。 

 

 

 

 

★地域身障協や関係団体のご紹介★ 

 今回は、左記事のチャリティモルック大会（金 

武町）で見事優勝を収めた中城村の紹介です！ 

中城村では令和５年２月に県身体障害者福祉展 

が、６２年間の歴史の中で初開催の予定です★ 
 

【 中城村身体障害者福祉協会 】 

（与那覇 晴枝 会長） 

【会員数】２０名 

【活動紹介】 

 ・ピクニック 

・ボウリング大会 

 ・６市町村身障協交流会 

 ・各種スポーツ大会等への参加など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一言コメント】 

・会員の健康増進と交流、社会参加を目的に様 

々な活動を行っています。ピクニックやスポーツ 

イベント等をとおして親睦を深めており、今後も 

会員の皆さんが楽しんで 

過ごせるよう活動します！ 

 

【問合せ】 

 住所：中城村字安里１８７番地１(村社協内) 

 TEL：０９８－８９５－４０８１ 

FAX：０９８－８９５－４１８０ 

MAIL：vol-center@smile.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 

 

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会 

法人創立５０周年チャリティ企画（ご報告） 
わ っ た ー し ん か ぬ ち ゃ ー 

皆さまナイスショットでございました！ 

★ みごと優勝した 

モルック（→）は 

初挑戦でした★ 

 

 


