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沖縄県障害者社会参加推進センターだより 第 57 号
沖縄県身体障害者福祉協会

沖縄県手をつなぐ育成会

第６０回沖縄県身体障害者福祉展

～ 研究大会のご案内 ～

令和２年１１月２５日（水）～２９日（日）、
金武町総合保健福祉センターを会場に、標記の展
示会を開催しました。陶芸、書道、工作、縫製、
絵画、写真部門で合計２３９点という、コロナ禍
という現状に対して、予想を超える数の作品が集
まりました。

「第５４回沖縄県知的障がい者教育・福祉・就労
研究大会」を、令和３年２月２０日（土）、会場を
沖縄県総合福祉センターゆいホールで開催します。
防災に関する行政説明やシンポジウム等が行われ
ますので、是非この機会にご参加下さい！
【スケジュール】
13：00～13：15／開会挨拶・表彰式典
13：15～13：45／行政説明
講師：那覇市福祉部福祉政策課
「那覇市の避難行動要支援者についての取り組み」
13：45～14：15／基調報告
講師：県育成会田中寛理事長
14：15～14：35／本人の意見発表（２名）
「支援学校卒業後の私の生活と将来の夢」

今年度の作品は大きい作品、とりわけ事業所や
団体のメンバーで協力して作る合作が多く出展さ
れた印象を受けました。
また、初の取り組みとしてインターネット上で福
祉展を見学する【バーチャル福祉展】を開催しまし
た。これは、コロナ禍で外出を自粛している方、
会場まで訪れるのが困難な方にも福祉展を見学し
てほしいという想いから始めたものです。３６０
度写真で会場全景を見渡せるものと、YouTube を
使い動画として会場を見る２種類を公開しました。

これまでとは違った社会情勢のなか、第６０回
という節目の今年は、沖縄県身体障害者福祉展に
とってインターネット配信や with コロナへの対応
など挑戦の年になったと思います。下記ＵＲＬリン
ク、ＱＲコードより、報告冊子を配布しています。

14：45～15：45／シンポジウム
「親亡き後、地域で安心して暮らせるためには？
～教育と福祉と就労、そしてきょうだいとの関わり～」
テーマ①「就学期～就労に向けて」
講師：美咲特別支援学校はなさき分校
高等部教諭 西田 敦子 氏
テーマ②「後見人制度について
～きょうだいと後見人の関係」
講師：社会福祉士 宮田 英治 氏
●障がい当事者本人の会
「仲間とのかたり場～仲間と一緒に、色々な思いを
語り合おう」（ＤＶＤ鑑賞後意見交換会）
★参加費：２，５００円（資料代込み）
（障がい当事者１，０００円）
★申込〆切：令和３年２月１日（月）
連絡先：県育成会 098-882-5727

http://www.okisin.jp/fukuten/60hukuten-sassi.pdf
※当日の申込も可能ですが、受付が大変込み合いますので、

（第６０回沖縄県身体障害者福祉展 報告冊子）

出来るだけ期限内での申し込みをお願い致します。事前申し
込み・お振込み頂いた方には参加券を送付致します。
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沖縄県精神保健福祉会連合会
～適切な情報を得て、家族が元気に、孤立から連携へ～

精神疾患について、確かな情報を得られないま
ま、病気への偏見を持ち続け、疲弊してしまう家
族が多いという現状があります。私自身も精神障
がい者の家族を持つ一人として、孤立感や焦燥感
に悩むことが珍しくありませんでした。
精神障がい者家族同士で行なう『家族による家
族学習会』プログラムは、疾患・治療・回復・対応
の仕方などについての専門的な情報を学ぶととも
に、家族自身の体験や知恵を共有し、互いに支え
合うことを目的としています。
『福祉サービス事業所あかちち』（那覇市松川）
では、那覇市の障がい者家族会と協力し、『家族
による家族学習会』を実施しています。
家族が元気になるきっかけは、「病気について学
ぶことで、自信を持って症状に対処できるようにな
ること」であったり、「自分の経験を語ることが、誰
かの支えになることを実感すること」であったりす
るかもしれません。外部からの情報が少なくて孤立
しがちだった私も、次第に元気を回復していきまし
た。それは、まわりの家族にも良い影響をもたらし
ます。

沖縄県視覚障害者福祉協会
令和２年度
同行援護従業者養成研修（一般課程）報告
去る、令和２年１０月１２日・１９日・２６日、
沖視協主催にて同行援護従業者養成研修（一般課
程）を開講し、全カリキュラム２０時間を受けた
１６名の受講生へ修了証の交付を行いました。
外部講師による専門的な講義等もあり、とても意
義深い研修となりました。受講生の皆さまには今
後、この研修会で学んだことを同行援護サービスの
実践に生かされることを期待しております。

【アイマスクをしての演習や、実際に点字を打つ・読むことも！】

～ アクセサリー講習会 ～
令和２年１０月２６日（月）、２９日（木）の
両日、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石を使いオリジナル
ブレスレットを作りました。それぞれの個性がでて
素敵でした！この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。

日本全国では５８ヶ所、沖縄県内においては北
れいめい

部地区（『黎明会』：北部保健所多目的室）や、
中部地区（『おあしすコール』：沖縄市福祉文化プ
ラザ）などでも実施されています。
これからも学び、互いに理解を深め、実践して
いくことで、家族が家族だからこそできる社会的役
割を見出して、それぞれの元気で支え合えるつな
がりの場を作ることができればと思っています。
（福祉サービス事業所あかちち所長 仲本政師）
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沖縄県身体障害者相談員連絡協議会
身体障害者相談員活動（事例紹介）

ｅ-スポーツ体験教室に参加しました

平成２０年夏。ガイドヘルパーをしているＫさん
令和２年１１月２３日（月・祝）に開催され
から、３０代半ばの男性の相談に乗ってほしいと
た、沖縄市障がい者福祉協会主催「e-スポーツ体
依頼がありました。
験教室」に参加させていただきました。
e-スポーツとは「エレクトロ
彼の話によると「２年前から糖尿病の影響で両眼 ニック・スポーツ」の略称で、
の視力を失い、これまで勤めていた会社を辞めなく 対戦型のゲームを実況と観
てはならなくなり、これから家族を養っていくには
客がいる環境で行うことを
どうすれば良いかアドバイスが欲しい。」というこ
指しているそうです。
とでした。
コントローラー操作が難しい
方向けの大きいボタンタイプ
私は、視覚障害者には国の勧めている『あはき
や、目の動きを検知して操作
師（あん摩マッサージ指圧・鍼・灸）』の道がある
できる視線入力センサーなど、
ことを説明し、そのためには盲学校の専攻科で学
様々な操作方法の紹介も
ぶ必要があると話しました。
ありました。沖縄市の銀天街プラザでも定期的に
教室が開催されているそうです。沖障協さんあり
翌年の４月、彼は専攻科に入学し、医療に関す がとうございました。
る基礎知識や実技、その他の教養科目を習得し
て、３年後に『あはき師』の試験に合格しました。
日本オストミー協会 沖縄県支部
卒業後は訪問マッサージの会社に勤めることができ
オストメイト社会適応訓練
ました。
毎月、オストメイト社会適応訓練を下記日程で
しかし、２年後に糖尿病による腎障害を起こし、 開催しています。オストメイトの方々だけでなく、
週３回の透析をするようになりました。そこでやむ ご家族、その他、誰でも自由に参加ができます。
を得ずパートで働ける治療院に移って現在まで働い
開催地
開催場所
開催日時
ています。
糖尿病は『Ｓｉｌｅｎｔ－Ｋｉｌｌｅｒ』と言
われていて、病気が長引くと心筋梗塞や脳梗塞を
発症します。最近、この病が原因で視覚障害者に
なる人が多く、病気の進行に伴い新たな課題に取
組みながら生活していかなければなりません。
また、糖尿病による指の震えが原因で点字が読
めないケースや、学習意欲はあっても能力的にで
きない場合もあります。
そのような難しい状況にあっ
ても必死に前を見て歩む方々に
心からのエールを送りたいと思
います。
（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

北部地区

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
※調整中
地区

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

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）
沖縄県内の新型コロナウイルスの感染症拡大状況
を見て中止する場合もあります。
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沖 縄 県 友 声 会

【障がい者１１０番】相談受付数

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２年４月～令和２年１１月まで

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
を対象に講習を行っています。「発声訓練・個人指
導・その他発声相談等」を開催しております。

①

年度別、月別・障害別相談件数
身体
障がい者

知的
障がい者

4月

（単位：件）

精神
障がい者

不明
・他

計

53

7

60

5月

2

1

57

3

63

6月

4

1

66

3

74

7月

2

1

72

1

76

8月

3

77

7

87

開催日

会場

毎月第１～４土曜日
（14:00～16:00）
毎月第２木曜日
（14:00～16:00）

沖縄統合医療学院（２号館）
（浦添市伊祖４－９－８）
コミュニティサロン
（浦添市ショッピングセンター3F）

9月

1

23

2

26

10 月

2

27

8

37

※祝祭日はお休みです。(講習料・駐車場：無料）

11 月

47

1

48

422

32

471

合計

訓練のあいまに、いろいろな情報交換も行われて
います。この日は「NET119(音声による通報が困難
な聴覚・言語機能障害者がスマートフォン等から通
報できるシステム※要登録)」の紹介がありまし
た。
毎回、体温チェック、
定期的な換気、開催時間
の短縮を行い、最後は教
室を消毒して終了です。
皆さんのご協力のおかげ
で継続して開催すること
ができています。
【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

14

3

② 年度別、月別・内容別相談件数

（単位：件）

人権

生活
支援

医療
・福祉

その他

計

4月

15

27

16

2

60

5月

7

32

15

9

63

6月

3

40

7

24

74

7月

6

43

17

10

76

8月

10

59

3

15

87

9月

1

14

4

7

26

10 月

17

4

7

9

37

11 月

1

29

7

11

48

合計

60

248

76

87

471

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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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

沖縄県障害者スポーツサポーター
養成講習会

令和２年度
沖縄県身体障害者ボッチャ教室

多様な障害者スポーツ活動に対応するため、障
害の基本内容とスポーツの基本的知識・技術を理
解し、地域の行事や大会に参加するなど、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【障害者スポー
ツサポーター】の養成を
目的に講習会を開催しま
した。
今回の受講者は合計
４３名で、開催市町村のスポーツ推進員、社協・
福祉事業所職員や手話関係で活躍されている方々
でした。
講習会では、県内・全国のスポーツ大会の紹
介、心のバリアフリー啓発を座学で行い、実技で
は陸上競技スラローム・ビーンバッグ、ボッチャや
フライングディスクの体験を行いました。

障害の有無を問わず広い世代の誰もが参加でき
る「ボッチャ」を通じて親睦と交流を深めることを目
的に、今の社会情勢に合った「新しい生活様式」を
ふまえた新しいカタチ＜県域分散、参加チーム数
の制限、時間短縮＞のもと、北部域は令和２年
１０月１０日（土）に名護市２１世紀の森体育館
で、中部域は令和２年１１月１４日（土）に北中
城村民体育館で開催しました。

教室は、最初に簡単なルール説明を行ったあ
と、予選リーグ・決勝トーナメントで地区優勝チー
ムが決定されました。試合では、１投１投のボー
ルの状況に一喜一憂しながら、楽しんでもらえたと
思います。
来年の第２１回全国障害者スポーツ大会三重と
こわか大会からボッチャが正式種目として導入さ
れ、また、東京パラリンピックでも実施されます。
登録されたサポーターと、これからも地域のス
知名度が高まっているボッチャ、みなさんもトライ
ポーツをはじめとする様々なイベントの活動促進に してみませんか？？
携わっていきたいと思います。何かお手伝いできる
※南部域南風原町については、１０月２６日の
イベント等あれば、当協会までご連絡ください。
沖縄コロナ警報発令を受け、会場環境・参加規模
等を考慮し延期となりました。申込をいただいてい
１０月３日（土）北中城村
た団体の皆さんには、日程・会場等が決まり次
１０月２４日（土）恩納村
第、連絡いたします。今しばらくお待ちください。
１１月３日（火）八重瀬町
１１月８日（日）豊見城市
※１０月１７日（土）は金武町での開催を予定し
ていましたが、運営上の都合により恩納村との合
同開催としました。

北部地区優勝／金武町身障協

中部地区優勝／豊見城市身障協
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第５４回沖縄県身体障害者福祉大会
延期のお知らせ
令和２年１２月１３日に「うるま市生涯学習・文
化振興センターゆらてく」を会場に開催を予定して
いた標記大会につきまして、新型コロナウイルス感
染症対策を 協議しながら 準備を 進め ていました
が、実行委員会で協議した結果、次年度への延期
が決定しました。なお同大会は、次年度もうるま
市において開催できるよう準備を進めてまいりま
す。皆さまのご理解をよろしくお願いします。

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、沖縄県身体障害者福祉展【縫製部門】
受賞常連の棚原会長率いる本部町の紹介です。

【 本部町身体障害者福祉協会 】
（棚原正子 会長）
【会員数】１０名
【活動紹介】
・ふれあいピクニック
・本部町ふれあいグラウンド・ゴルフ大会

ご寄附ありがとうございます
【株式会社りゅうせき様 ／ 金１００万円】
企業理念「地域と調和」、「人間を信頼」、「未
来へ前進」の実践として社会福祉、教育振興、人
材育成など沖縄県の発展と充実に向けて努めてお
り、本年９月に創立７０周年を迎え、地域貢献活
動の一環としてご寄附をいただきました。

７０ｔｈ

【車いす屋おぎどう様 ／ スポーツ車いす】
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、「スポーツ
車椅子」を 車いす屋おぎど
う様 より、ご寄付いただきました。この貴重な寄
付は、身体障害者福祉の向上の役に立て有効に使
わせていただきます。

ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）
はじめました
沖縄県身体障害者福祉協会もＦａｃｅｂｏｏｋ
をはじめました。ホームページと並び、よりスピー
ディーな情報提供を行うことを目的としています。
当協会の行事関係はもちろんのこと、各障害者
団体との交流（見学）の様子や、行事の宣伝も行
なっていきたいと考えております。
☞・沖身協ＨＰからバナークリック！
・または、右のＱＲコードから！

・沖縄県身体障害者スポーツ大会参加
・沖縄県身体障害者福祉展参加
棚原正子会長と、
タペストリー(今年度金賞)の
写真です！

【一言コメント】
今年度は新型コロナウイルスの影響で各種イベ
ントや事業が中止になりました。このような状
況下でも会員同士共に支え合い、できる範囲
での活動をとおし、今後も楽しんでまいります。
【問合せ】
住所：本部町字大浜８８１番地４
（本部町社会福祉協議会内）
TEL：０９８０－４７－６６５５
FAX：０９８０－４７－６６５６
※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
企業会員Ｂ
特別会員Ａ
特別会員Ｂ
賛助会員Ａ
賛助会員Ｂ
賛助会員Ｃ

100,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
10,000 円
5,000 円
3,000 円

