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九脊連定例会参加報告
七月十六日～十七日に福
岡県春日市にある 福岡県ク
ローバープラザに 於いて、
九州各支部が集い 開催され
た。
議題は①「障害者自立支
②脊髄損

援法の成立促進の 要請に係
る経緯について

傷者のピアマネジ ャー養成
研修会 九(州ブロック開催 に)
ついて ２項目で協議されま
した。
①についての全国総会山
形大会での協議で は、九州
ブロック地区だけ が“うる
さく問題提起して いる”と
いった雰囲気で、 全体での
問題意識にはなら なく、改
めて九州地区が具 体的対策
案を本部提案して いくこと
となったと報告が あった。

感じ問題提起しているの

部の行為に対して の憤りを

といえる。だから こそ、本

体間のギクシャク が生じた

運動している地域 での、団

よる成立要請行為 が、連携

いて、その時期に 、本部に

と連携して反対運 動をして

沖縄では他の障が い者団体

ではないだろうか 。福岡や

に対峙する姿勢が あったか

る問題意識をもっ て、いか

原因は、自立支援 法に対す

この問題意識の地 域格差の

わせして下さい。

があれば、事務所 に問い合

支部会員の方で、 受講希望

てとなっています 。沖縄県

日( に) 開催される予定で、各
支部から５名の参 加割り当

座は来る九月二日 土( ・)三日

ることとなった。 同養成講

部と連携して準備 をすすめ

開催支部である鹿 児島兼支

あり、九州の進行 段取りを

会委員を兼ねてい ることも

ブ ロ ッ ク 開 催 」) に つ い て
は、仲根が本部の 研修委員

マネジャー養成研修会 九( 州

療護施設訪問・交流会

だ。
今回の問題は、脊損会の
本質的課題なので 、継続的
り、九州ブロック としても

大宜味村にある身 体障害者

去る七月二十三日（日）

①一心療護園（大宜味村）
具体的対策案を提 示するこ

療護施設・一心療護園に

に研究協議する必要があ

とが肝要と意見が まとまっ

て、沖脊連役員に よる施設

訪問・交流会を行 ないまし

た。
②の「脊髄損傷者のピア

ために行ないました。

送り、絶えず連携 を深める

ん」や関連情報を 継続して

一度発行している 「しゃり

得られる方には、 二ヶ月に

紹介していただき 、了解が

員以外の脊髄損傷 の方々を

を理解することと 共に、会

会員の仲間達の生 活の様子

施設を訪問するこ とで、当

島内に所在する８ つの療護

テーマのひとつで ある、本

た。これは、本年 度の活動

も紹介していただきまし

いる他の脊髄損傷 の方数人

てもらいながら、 入所して

人には、施設の中 を案内し

伝えました。さら に、お２

携がとりやすくな ることを

取りを通して、継 続した連

で情報収集やメー ルのやり

もパソコンを操作 すること

を持ち寄り、重度 の障害で

の程度に対応する 周辺機器

るノート型パソコ ンと障害

た。また、沖脊連 が保有す

た。聞いてみると 、入所者

沖脊連会員の会員の皆さ

会長、副会長並びに理事

借りして、以前よ り知り合

んや関係者の皆さ ん、北部

の中で脊髄損傷の 方は、お

いであった大見謝 さん、仲

の方へ遊びに行く 機会があ

やサポーター合わ せて７名

原さんと共に床ず れやしび

りましたら、大宜 味村の一

２人も含めて５名 ほどおら

れ、排尿・排便の 管理の方

心療護園にも足を 運んでみ

のスタッフで、訪 問先であ

法など、共通の課 題につい

てください。終わ りに、休

れるそうです。

て情報交換をお行 ないまし

る一心療護園の会 議室をお
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日にもかかわらず 、会議室
を提供していただ いた療護
園施設長を始め、 応対して
いただいた施設職 員の皆さ
んへ、この紙面を お借りし
て深く感謝申し上げます。
②松原園（金武町）
去る七月三十日（日）、
沖脊連役員、介助 者合わせ
て５名で、金武町 にある身
体障害者療護施設「松原
園」を訪問しまし た。そこ
には沖脊連会員２ 人が入所
しており、久し振 りに会う
メンバーとの交流 を深めな
がら、施設内も案 内しても
らいました。
松原園に入所している脊
髄損傷者は５名で 、「なか
なか外出する機会は少な
い」とのこと。快 く応対し
ていただいた平田 さんや施

設職員の皆さんへ 感謝を申

し上げると共に、 金武町の

方へ行かれる方は 、是非、

松原園にも足を運 んで、脊

損の仲間に会いに 行くこと

をお勧めします。 松原園の

場所は、高速を北 向けに走

り→金武の料金所 でおり、

国道３２９号をさ らに北向

けに進むこと１５ 分→右手

に「松原園」の看 板を目印

に右折すると到着です。

③美原の里 う(るま市石川）
午前中の「松原園」の訪

問を終えた後、午 後はうる

ま市石川にある身 体障害者

療護施設「美原の 里」に向

かいました。同じ く５名の

スタッフで訪問す ると、施

設では、食堂に脊 髄損傷者

以外の施設利用者 もたくさ

ん集まり、私達を 迎えてく

れました。施設利 用者の中
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ル等も活用して出 来る限り

ん」の発送を中心 に、メー

り、今後も機関紙 「しゃり

積極的で前向きな 意見があ

たほうがよい」と いった、

強会等をもっと多 く開催し

る最新の治療法の 情報や勉

からは、「脊髄損 傷に関す

くる。

手に「美原の里」 が見えて

へ右折→５分ほど 走ると右

つながる三叉路を 桟橋方面

号とうるま市の天 顔桟橋へ

０分ほど進むと国 道３２９

比方面への旧道に 入る→１

道と分かれる三叉 路を栄野

イパスと石川市街 へ続く旧

（報告・上里）

の情報提供を行い 、連携を
深めていきたいと思いま
【療護施設住所】
◎一心療護園

大宜味村字田港７４８の１

《一心療護園》

広告

す。
現在「美原の里」には９
名ほどの施設利用 者がいる
そうです。また、“支援

◎松原園

ＦＡＸ ・０９８０‐４４‐２６３３

電話・０９８０‐４４‐２２３４

者の外出支援を中 心にした

電話・０９８‐９６８‐３９６１

金武町字金武４２３１

課”を設置して、 施設利用
ユニークな取り組みも行

ＦＡＸ ・０９８‐９６５‐２０２２

電話・０９８‐９６５‐３３０８

７

うるま市石川東恩 納１５１

◎美原の里

ＦＡＸ ・０９８‐９６８‐３９１６

なっており、可能 な限り施

む→新しく開通し た石川バ

国道３２９号を北 向けに進

した。「美原の里 」へは、

とする雰囲気が感 じられま

設利用者の要望に 応えよう
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《松原園》

《美原の里》

車いすツインバスケッ
トボール体験交流
去る七月十二 水( ） 、東風
平社会福祉協議会 主催によ
る車いすツインバ スケット
ボール体験交流が行なわ
れ、沖縄フェニッ クスのメ
ンバー５名、マネ ージャー
１名が講師として 参加しま

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

した。午前中はメ ンバーの
州鎌による、障害 者スポー
ツを中心とした講 話が行な
われ、午後からは ツインバ
スケットボールの ルール説
明、又参加中学生 同士によ
る体験ゲームが行 なわれま
した。今回、生徒 約３０名
が参加していまし たが、車
椅子バスケットの 楽しさを
実際に体験し、ゲ ームでも
一生懸命プレーし ていまし

沖縄県身 体障害 者福祉 協会

た。
毎月三十 日発行

発行人
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