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第二十二回
沖脊連定期総会
去る六月三日 土( 十) 三時～
十七時、県総合福祉セン
ター内の小規模団 体室にお

ます。尚、十八年 度新役員

動を展開していこ うと思い

神里和彦・安田英俊

山城保和・渡慶次道夫

荻堂盛助・砂川昭人

進・○福原健吾

○高嶺豊・○野原寿浩

仲里

辻野博之・上栄原和雄

名簿は次のとおりです。
【会長】
上里一之

【相談役】

池原新栄・谷口正厚

【副会長】
仲根建作

岩田直子

いて、第二十二回 沖脊連定
期総会が行われま した。司

平田かおり
努

【事務局長】
○牧志

《○新役員》

会担当、神里の進行のも
と、平成十七年度 の活動内
容と収支報告があ り、監査

大城昌彦

【会計】

告を確認後、参加 者全員の

岸本正弘

役の砂川秀樹によ る監査報
拍手をもって承認 されまし

【書記】
○山入端依子

た。
引き続き平成十八年度の

○荷川取礼子

當間貴志・横田 清

【理事】

砂川秀樹

【監査】

州鎌敏美

【広報】

事業計画と予算案 、並びに
十八年度役員名簿 の発表が
あり、これも参加 者全員の
拍手を持って承認 されまし
た。これまで同様 に、役員
一人一人の協力の 下、会員
から求められ信頼 される活

（総会後の交流会）

当日は二日間とも天候に
は恵まれず時折大 雨の中、
埼玉県にある株式 会社ニッ
シン自動車工業と 読谷村に
あるニッシン自動 車工業沖
縄の協力のもと実 施し、県
内の身障者ドライ バーが運
転する手動式運転 装置や左
足アクセル、施設 や団体の
所有するリフト付 き車両を
一日目に２７台、 二日目に
２０台と、計４７ 台の車両
を無料で点検整備 をしまし
た。
この催しにご協力頂きま

と二十八日（日）の二日

去る五月二十七日（土）

た。有り難うございまし

アの皆様大変お疲 れ様でし

タッフの皆様、ボ ランティ

したニッシン自動 車工業ス

間、浦添市のサン ・アビリ

た。

た。

置整備点検を実施しまし

身体障害者用自動 車改造装

ティーズうらそえ において

置整備点検

障 害 者 用 自 動 車 改造 装
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私 は 停 め ま せ ん キャ ン

ペ ー ン ジ( ャ ス コ 南 風

原店）

去る五月二十一日 日( 、)午
後三時～六時、琉 球ジャス

コ南風原店におい て、第四

回目の「私は停めません

キャンペーン」が 行なわれ

ました。

キャンペーン実行委員

長、高嶺豊氏の開 会挨拶の

後、美東小の生徒 と障害を

もつ子供達との演 奏グルー

プ 「 願 寿隊 」 が( ん じゅ う た

い に
) よる琉球民謡の演奏や
レゲエグループ「 サウス」

によるさわやかな 歌声と共

に、停めませんキ ャンペー

ンへの協力を店に 出入りす

るお客さんへ呼び かけても

らいました。
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（ジャスコ 南･風原店前）

沖縄フェニックス

りましたが残念ながら１
ゴール差で敗れて しまいま

二十八（日）の二 日間、さ

去る五月二十七（土）、

タッフの皆さん、 そして応

練習を支えて下さったス

終わりましたが、 週３回の

した。今大会は残 念結果に

いたま市記念総合 体育館に

援、支援をしてく ださった

日本選手権大会出場

て、厚生労働大臣 杯第２０

大会後、チームは来年の

家族、沖脊連の皆 様には心

催されました。沖縄フェ

選手権に向けて練 習に励ん

回車いすツインバ スケット

ニックスも九州代 表チーム

でいます。これか らも応援

より感謝申し上げます。

として選手十二名 、スタッ

の程宜しくお願い します。

ボール日本選手権 大会が開

フ七名で大会に参 加してき

《試合結果》
【１試合】

ました。
初日の２試合は、兵庫県
チームのキャロッ ツ、前年

【２試合】

沖縄フェニックス ８(２）
キャロッツ・兵庫 ５(６）
ＩＮＧＳとの対戦に勝利

度優勝の愛知県チ ーム、Ｋ
し、翌日の準決勝 に勝ち進
みました。準決勝 では一進

沖縄フェニックス ６(５）
ホーステール東京 ６(７）

沖縄フェニックス ５(５）
KINGS ･愛知 ４(２）
【３試合】
一退のゲームとな り同点で
試合終了、インタヴァル
後、５分間の延長 戦にはい

写真次ペ ージ

広告

沖縄 シーサ ー・日本 選
手権大会出場
４月２８日から東京都で
開催された内閣総 理大臣杯
第３５回記念日本 車椅子バ
スケットボール選 手件大会
に沖縄シーサーが 九州の代
表として参加して きました
が、兵庫県の明和 ＢＢＣに

沖縄県 南風原 町字神 里六三 一 編集人

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

上里一 之

【頒価

二十 円】

購読料は 会費に 含む

広告

６９対３３で敗れ てしまい

沖縄県身 体障害 者福祉 協会

ました。また頑張ります。

毎月二十 五日発 行
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