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第４回脊髄損傷者ピア
マネ養成研修会

ネージャーは、他 の誰より
もそれを必要とす る同じ脊
髄損傷者の痛みを 理解でき

☆施設訪問・交流会

行なわれ、脊損連 合会沖縄

サンピア鹿児島あ いらにて

ジャー養成研修会 がウェル

４回脊髄損傷者ピ アマネー

日( ） の ２日 間、 全 国脊 髄 損
傷者連合会主催に よる、第

ました。私、荷川 取個人と

ぶりを堂々と発揮 されてい

に、脊髄損傷者の リーダー

３０名をこす受講 生を相手

師として見えてい らして、

仲根さんが、主催 者側の講

沖縄支部の役員でもある

りが準備していた だきまし

方や施設職員を含 め十名余

入所されている頚 髄損傷の

た。施設の中の会 議室で、

問・交流会を行ないまし

連役員と施設入所 者との訪

設「都屋の里」に て、沖脊

去る八月十九日 土( 、)読谷
村にある身体障害 者療護施

)

支部からは私、荷 川取が参

しての感想は、九 州の脊髄

た。交流会では、 リフト車

④都屋の里 読(谷村

加してきました。

損傷者達との交流 がもてた

を活用した交通移 動の方法

なければなりません。

まず、ピアマネージャー

ことと、そして、 脊髄損傷

去る９月２日 土( ） 、３日

という言葉は造語 らしく、

や様々な情報がほ しい等、

にくい様子でした 。また施

者連合会の意味を 改めて考
このピアマネージャー研

設入所者間で「自 治会」を

意味については研 修会で使
「共感する仲間と して、本

修会について、会 員あるい

設けて様々な活動 を展開し

身近な地域の情報 が入手し
人のライフステー ジを応援

はその家族の方で 興味をも

たり、インターネ ット上で

えさせられました。

するために必要な 社会資源

たれた方は、沖脊 連事務所

用されたテキストには、

を結びつけ、自己 解決能力

個人のブログを持 っていた

にも驚かされまし た。最後

りと積極的な方が 多いこと

まで問い合わせください。
℡ ０９８ ８-８６ ４-２１１

【事務所】

を高めるエンパワ ーメント
中心の援助者」と あります
ので、脊髄損傷者ピアマ

申し上げます。都 屋の里の

紙面をお借りして 深く感謝

設利用者の皆さん へ、この

波さんや職員の皆 さん、施

してくれたリハビ リ士の伊

に、施設の中を丁 寧に案内

開始の２４時まで でした。

ビーチパーティー は１５時

丈夫だったと思います。

暑さに弱い頸損の 方でも大

まれ、又心地よい 風もあり

ました。当日は天 気にも恵

さんお疲れさまで した。又

参加された会員、 役員の皆

【施設連絡先】

とうございました。

皆さんご協力本当 にありが

ボランティアで参 加された

電話 ０
･９８ ９-５６ １-１５０
住所 読
･谷村都屋１６７ ４-

十五名の方が参加 してくれ

やボランティアも 含め約三

脊連会員の方や又、家族

た。

パーティーが行な われまし

いて沖脊連主催のビーチ

去った 八月十九日 土(）、
読谷村の渡具知ビ ーチにお

パーティー

〒 ９０４ ０-３０５

〔恒例〕沖 脊連 ビー チ

連絡先は次のとおりです。
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アーチェリー競技

「暑さにも負けず」

真夏の太陽が降り注ぎ拭

いても拭いても噴 出す汗を

かきながら今年の 身体障害

者スポーツ大会アーチェ

リー競技は８月１ ３日に鏡

が丘養護学校アー チェリー

場で開催された。 この大会

のアーチェリー競 技会は昭
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４、５名の競技者 を維持し

さかもしれないが 、終始１

及したと言ったら 少し大げ

るまでに普及して きた。普

は専用の練習施設 が作られ

られたアーチェリ ーが今で

ウンドで７、８名 から始め

首里にある更生指 導所グラ

開催されるように なった。

会」の４、５年前 から毎年

和６２年の「かりゆし大

校野球部が甲子園 で試合す

い。今年の大会は 八重山高

きも障害の有無な ど関係な

リンピックで開催 されると

ンかな）である。 当然、オ

リー（ユニバーサ ルデザイ

の競技は最初から バリアフ

競技条件は一緒で ある。こ

女の違いとまちま ちだが、

害の者、車椅子使 用者、男

負。下肢障害の者 、聴覚障

んで午後３時まで の真剣勝

を欠いたかも知れ ない。と

ていることを考え ると妥当

発祥時からの熟年 者は今で

もあれ、和気藹々 のなか、

る日とかち合って 、競技中

も現役である。今 年の大会

無事終了する事が 出来た。

の表現と言っても いいので

もこの熟年者たち を交えて

スポーツはしたい が激しい

も時折甲子園を気 にしなが

前述の悪条件の中 で開催さ

動きが苦手のあな た、一度

はないか。この間 、構成メ

れた。下は養護学 校１年生

オリンピックを目指して

ら行われ、少しだ け集中力

から上は７０歳ま で変化に

アーチェリーをや ってみま

ンバーの変動はあ ったが、

富んだ年齢構成だ った。競

せんか。

報告 横･田清

技は朝１０時から 昼食を挟
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琴 の 湖 杯 参 加

９月１７日 日( ）、 １８日
（月）の２日間、 長崎県大

村市のシーハット おおむら

にて『車いすツインバス

ケット琴の湖杯』 が開催さ

れ、沖縄フェニッ クスより

選手４名・スタッ フ２名が
参加しました。沖縄フェ
ニ ッ ク ス は 、 BLITZ
鹿児 島
に５１対１４で勝利、

まえて、次の大会 では良い

ます。今大会での 経験も踏

賭けた九州地区予 選があり

て来年の日本選手 権出場を

また１１月末には 大分県に

は兵庫県でののじ ぎく杯、

ました。しかし、 １０月に

という残念な結果 に終わり

リンピックの出場 資格が得

３位以内に入れば 北京パラ

ニアゾーン選手権 において

ドニーで開催され るオセア

２月にオーストラ リアのシ

リアを敗りました 。来年１

戦において強豪オ ーストラ

り、そして、５位 ６位決定

勝トーナメントへ 進むこと

ゴールアベレージ の差で決

勝１敗と並んだの ですが、

ブレイカーズ（大 分）と１

した。同リーグで 太陽の家

を１勝１敗の成績 で終えま

チーム中３位で通 過、クロ

チームは予選Ａプ ールを６

れ 、 仲 里 進 選 手 ⑪ 日( 本 代
表）が参加しまし た。日本

ワールドカップが開催さ

土( ） 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ･
クライストチャーチにて

９月１２日 火( ）～ １６日

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

よろしくお願い致します。

ざいました。今後 も引続き

本からの応援あり がとうご

られることになり ます。日

マ
･ネージャ ー座間 味寿

結果を残したいと 思ってい
ます。 報告

ウィルチェアラグビー

はできませんでし た。今大

スオーバーゲーム において

２００６世界選手権

会ではチーム本来 の力を出

（東京） に２６対
Horsetail
４５で敗退し、予 選リーグ

すことができず、 予選敗退

沖縄県身 体障害 者福祉 協会

ベルギー Ｂ(プール４位 を) 敗
毎月二十 五日発 行
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