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障害者自立支援法に関

店舗の支配人と設 計士が同

リー研究会の井上 氏と沖脊

去る三月七日 火( 、)沖縄県
議会文教厚生委員 会におい

席の上、私たちか らの要望

いただくほど、こ の問題に

て、チーム沖縄か らの代表

書を提出しました 。ホテル

連役員合同で提出しまし

者１０名により障 害者自立

側からは、受け取 った要望

対する障害当事者 の関心の

支援法に関する参 考人意見

書は本社の責任者 へ必ず届

た。まず、ホテル 東横イン

陳述が開かれまし た。これ

ける旨と、那覇市 に提出中

高さを伺うことが できまし

は、障害の種別を 超えた当

の改善計画書を３ 店舗の図

する参考人意見陳述

事者個人で参加す るチーム

面を開きながら、 担当の設

側へは、県内で営 業する３

沖縄が県議会議長 あてに提

計士より説明がありまし

た。

出した、自立支援 法に対す

た。その後、那覇 市役所へ

中でのチェック体 制の不備

る陳情書をうけて 、さらに

東横インと那覇市へ要

出向き、まちづく り条例の

文教厚生委員会の 委員から

の部分を指摘し、 障害当事

詳しく意見を聞き たいと、
の要請があり行な われまし

ず、急遽事務局の 配慮で、

傍聴者の人数が入りきれ

準備したにもかか わらず、

くり条例に関する意見提

市に対して、福祉 のまちづ

ホテル東横イン並 びに那覇

去る二月二十日（月）、

り、沖脊連の会員に対し

週間後、西田代表 取締役よ

からは、要望書提 出から一

しました。なお、 東横イン

業を推進していく よう要望

者との連携を深め ながら事

望書提出

委員会の質疑の内 容が画面

言・要望書を沖縄 バリアフ

た。少し広めの委 員会室を

で見られる別室を 用意して

ました。

関するお詫びの文 書が届き

て、一連の不適切 な言動に

たさがあったこと は否めな

が起こり、他団体 に後ろめ

した（沖縄でも同 様なこと

悪くなるなどの問 題が発生

た各支部は地域で の立場が

ことで、反対行動 をしてい

成立の要望書」が 出された

突如本部会長名で 、「早期

起こしていた状況 の中で、

動、署名等のアク ションを

対姿勢で国に対し 、デモ行

て、全国の障害者 団体が反

年九月ごろ同法案に対し

あった。①につい ては、昨

組みについて。の２点で

州ブロック地区開 催の取り

アマネジャー養成 研修の九

縄でも早期に検討 し予算と

五名と決定された ので、沖

出し、支部参加枠 （動員）

定され次第各支部 に案内を

となった。期日、 場所が決

れているので、受 けること

にと指示（織田氏 から）さ

は仲根が企画担当 するよう

（平成十八年度九 月ごろ）

経過から、九州地 区の研修

東、東北、関西に 関わった

て、これまで開催 した、関

本部の検討委員の 一人とし

た。②については 、仲根が

ブロックとして提 起となっ

たことであるとし て、九州

らず独断で表明し てしまっ

形成の必要がある にも関わ

二日 日( ）、那覇簡保レクセ
ンターにおいて、 パラリン

去る二月十一日 土( ）、十

す。

傷者連合会にした いもので

和を大切とした沖 縄脊髄損

が意識を高め、支 えあえる

ないように、会員 一人一人

いする思いです。 そうなら

しれないと想像す ると身震

調傾向の時代を迎 えるかも

るが、いつの日か 同様な低

州に比較したら活 発ではあ

九 州 ブ ロ ッ ク 定 例会 の

参加報告
去った三月十日 金( ）・十

一日 土( の) １泊２日で、福岡
県のクローバープ ラザで開
催された定例会に 参加して
きた。福岡空港か ら地下鉄
等電車で約二十分 の春日駅
前にクローバープ ラザがあ
る。アクセス環境 が抜群に
良く、重度のメン バーでも
一人で行動可能と思いま
す。さて、今回の 定例会の

障害者スポーツの 面白さと

スケットボールを 通して、

パラキャンは、車椅子バ

開催されました。

ピックキャラバン が二日間

バンｉｎおきなわ

パ ラ リ ン ピ ッ ク キャ ラ

報告 副:代表 仲･根

い）。この一連の 経過の問

議題は①障害者自 立支援法

相変わらず九州の各支部

参加者の確保に努めたい
等）等に関する法 人として

は会員減少、不活 発に悩ん

題は、根幹的法律 （障害者

審議経過の中での 、全脊連

の要望又はスタン ス表明に

でいた。沖縄の現 状は、九

（希望者は事務局まで）。

本部が提出した「 障害者自
立支援法の早期成 立の要望
書」に関する問題 提起。②
平成十八年度脊髄 損傷者ピ

ついては、各支部 との合意

自立支援法の成立 及び改正
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催となりました。

去年に引き続き二 回目の開

開催されており、 沖縄では

るこを目的に、全 国各地で

ルの普及・啓発の 一助とす

て、車椅子バスケ ットボー

な考える力のある 子供を育

とに柔軟に対応で きる心豊

促進だけでなく、 様々なこ

とにより、障害者 への理解

ポーツ選手が直接 伝えるこ

競技性の高さを障害者ス

バンになりました。

しいパラリンピッ クキャラ

ることができ、充 実した楽

者スポーツの面白 さを伝え

り、障害者への理 解、障害

生約５００名の参加があ

ボールチームを中 心に小学

日間で、ミニバスケット

レーしていました 。大会二

いきいきと楽しそうにプ

る体験ゲームも行 なわれ、

し、又参加小学生 同しによ

第７回ウィルチェアラ
グビー日本選手権大会
ウィルチェアーラグビー
の第７回日本選手 権が３月
１８、１９の両日 、大阪市
のアミティ舞洲で 開催され
ました。３位決定戦で
ニュージーランド からアテ
ネパラリンピック 金メダリ
ストの外国人助っ 人を加入
したスーパーソニ ック（宮

広告

大会では講師として、元
車いすバスケット ボール日
本代表選手、県内 の車いす
バスケットボール チームの
シーサークラブ、 車いすツ
インバスケットボ ールチー

シュート練習などを指導

め、競技用車いす の操作、

ボールのルール説 明をはじ

加し、車いすバスケット

ムの沖縄フェニッ クスが参

(3）2006年3月30日発行

城県）に惜しくも 敗れ、４

位決定戦でジェネ シス（埼

玉県）に勝ち、前 回大会同

様４位に終わりました。
クラス別ベストプレヤー

賞を當間貴志選手 が、ＭＶ

Ｐ賞に次ぐＭＳＰ 賞を仲里

進選手が受賞！両 選手は、
９月に開催されるニュー
ジーランドでの世 界選手権
への日本代表入り に大きな
アピールとなりました。
応援して下さったたくさ
んの方々、スタッフや家
族、サポーターの 皆様あり
がとうございました。
多大なご支援を頂いた脊
損連合会の皆様に 心より感
謝申し上げます。次こそ
は、決勝の舞台へ 行けるよ
うチーム一丸とな って頑張

ウインターリーグ
２００６参加
二月二十五日（土）、二
十六日（日）の二 日間、大
阪市此花区にある 大阪市舞
洲障害者スポーツ センター
「アミティ舞洲」 で行われ
た『 ＷＩＮＴＥＲＬＥＡＧＵＥ
２００６』に沖縄フェニッス

の選手八名・スタ ッフ四名
で参加。見事を優 勝し五連
覇を達成しました ！大会は

戦はなし）を行い 、順位を
決定します。各試 合の勝ち
『３点』引き分け 『１点』
負け『０点』を加 算し勝ち
点の合計で順位を 決定。同
勝ち点の場合は勝 数、総得
失点差で決めます。フェ
ニックスは全勝で 優勝を決
めました。五月に 埼玉で日
本選手権が開催さ れます。
全国制覇に向けていいス
タートがきれました。
上与那原寛和
私は、三月五日 日( ）日南
車椅子マラソンに 参加し、
Ｂクラスで一位に なりまし
た。自分の目標タ イムが一
時間きるというこ とだった
のでそれが達成出 来なかっ
たことはとても悔 しいです
が、目標の５０分 台を目指
してこれまらも頑 張って行

ボラン ティア 小規模 団体室 ・しゃ りん編 集部

沖縄県 那覇市 石嶺町 四ー三 七三ー 一西棟 ２Ｆ

きたいと思います。
沖縄県 南風原 町字神 里六三 一 編集人

変則リーグ戦（同 地区の対

沖縄県身 体障害 者福祉 協会

ります。
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