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パラリンピック代表選

である食事券５０ ０枚を販
売することができした。

パ ラ リ ン ピ ッ ク 代表 選

去る８月２６日 火( 、)北中
城村のホテルコス タビスタ

手壮行会

くられ、選手から は大会に

沖縄にて、２００ ８北京パ

贈呈式では、沖脊連役員

去る８月２０日 水( ）に行
われた沖脊連定例 役員会の

むけての意気込み と、支援

ラリンピック日本 代表沖縄

手３名へ支援金贈呈

なかで、９月６日 ～１７日

にたいする御礼の 挨拶があ

県選手の壮行会が 行われま

から代表選手に支 援金が贈

まで開催された、 北京パラ

りました。

多くの皆様に心よ りお礼を

事券の販売に協力 を頂いた

ん、車いすラグビ ーの仲里

上競技の上与那原寛和さ

射撃の又吉清人さん、陸

した。

申し上げます。

今回の支援にあたり、食

リンピック日本代 表沖縄県
選手３名に支援金 が贈呈さ
れました。
これは、沖脊連の会員で
もある３選手の大 会遠征に
では安心して目標 を達成で

して川端晋也さん の四人の

チームの専属トレ ーナーと

進、そして車いす ラグビー
ア ン ドダ

報告：沖脊連事務局

きるようにと、 エイ

選手達を励まそう と、関係

かかる費用を捻出 し、大会

ブリュ沖縄株式会 社の協力

者約百人が集まりした。

四人の選手たちを資金面

もいただき食事券を販売
し、その売り上げ が支援金

でサポートする目 的で発足

の下、呼びかけ人 の新垣邦

として３選手に贈 られまし
食事券販売においては、

男北中城村長、東 門美津子

した「支援する会 」の主催
多くの方々が賛同 し購入に

沖縄市長、残念な がら公務

た。

協力をしてくださ り、目標

で出席できなかっ た、儀間

しました。
報告：上里

た選手達を誇らし く送り出

露され、大会を間 近に控え

供達の勇壮なエイ サーが披

収入役代読 な
) ど の激 励 の 挨
拶を始め、護佐丸 太鼓の子

光男浦添市長 積( 洋一浦添市
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パラリンピック代表選
手参加報告
車いすマラソン代表
上与那原 寛和
この度、世界参加１４
６ヶ国北京パラリ ンピック
の日本代表に選ば れ、初出
場ながらも良い成 績を納め
た事を、嬉しく誇 りに思い
ます。これも沖脊 連の会員
の皆様、御家族、 関係者の
皆さんの暖かい御 支援とた
くさんのご声援の おかげで
す。ありがとうご ざいまし
た。パラリンピッ クに出場
するにあたり、い ろんな問
題がありましたが 、皆様方
の熱い想いと支援 に支えら
れ問題を解決し、 競技に集
中して望む事ができまし
た。世界のトップ アスリー

トと肩を並べ自分 の力を全
て 発 揮 し 、 初 戦 ２ 00M
６位
Ｍ６ 位入賞 、 ８
00
入 賞、 ４

Ｍ４ 位入 賞と 表彰台 に は
00
届きませんでした が、最終
日気持ちを切り替 え応援し
て下さったたくさ んの方々
の想いやメッセージを胸
に、最後の種目で あるフル
マラソンに挑みま した。コ
ンディションも良 く、今ま
で以上の力と想い で最高の
レース展開ができ 、見事２
位に入り、表彰台 に上る事
ができました。メ ダルを取
る事ができたのも 、私一人
だけの力ではなく 、たくさ
んの人達に支えら れ、励ま
された事を心より 感謝し、
また、皆様の声援 と想いに
答えられた事が、 何よりも
代え難い幸せであ ります。
ありがとうございました。

射撃代表

又吉 清人

北京パラリンピックは、

私にとって最初で 最後の挑

戦でした。

結果は惨敗でしたが、精

一杯持てる力を出 すことが

出来たので悔いは 残ってい

ません。逆に、こ のような

大舞台で世界の代 表と同じ
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自信になりました 、私は世
皆の為に何が出来 るか自分

今後は仲間の一人として

りがとう。

界で戦えるアスリ ートの１
なりに考え、微力 ではあり

土俵で戦えたこと は大きな

人であると。
を求められる場所 であると
御座いました！… 生きてい

県民の皆様本当に有難う

ますが頑張りたいです。

ともに、成長する 場所であ
て…良かった。

パラリンピックとは結果

ると思います。

ＮＨＫ受信料体系変更
について
障害者の方に対する受信
料免除の適用範囲 拡大（平
成２０年１０月１日より）
障 害 種 類に 基 づく 取 り 扱
いの違いを解消し 、障害の

んでしたが、棄権 すること

で開会式には出席 出来ませ

てしまいました。 その影響

シデントにより大 怪我をし

世帯構成員であり 、世帯全

障害者」「精神障 害者」が

○「身体障害者」「知的

【全額免除】

大・統一します。

種別や生活状態の 基準を拡

なく４種目に出場 できたの

員が市町村民税（ 住民税）

も資金集めの奔走 してくれ

町村民税非課税」 に統一し

※生活状態の条件を「市

広告(エアー沖縄）

北京入りした翌日、アク

は、沖縄で吉報を 待ってい

非課税の場合に、 全額免除
※従来の「身体障害者」

となります。

る仲間や、ご支援 、ご声援
くださった県民の 皆様の想
いが私に力を与え てくれた

「重度の知的障害 者」から

た多くの仲間に感謝、感

ます。

対象を拡大します。

謝、感謝です。そ して、あ

特に、障害を抱えながら

お陰です。
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【半額免除】
○視覚・聴覚障害者が世

帯主の場合に、半 額免除と

なります。

身体障害者用自動車改
造装置整備点検を実施

徴収
)

「主 催」
沖縄脊髄損傷者連合会

○重度の障害者（身体障

ん。

除基準の変更はありませ

ので、会員、関係 団体の皆

を左記の通り実施 致します

置、リフトなどの 整備点検

（土）、２日 日( ）の両日、
身体障害者用自動 車改造装

県 総 合 福 祉 セ ン タ ー 内・沖

３の１

那覇市首里石嶺町 ４の３７

「連絡先」

株
( ニ
)ッシン自動車工業
ニッシン自動車工業沖縄

「協 力」

害者、知的障害者 、精神障
様にご案内致します。

縄脊髄損傷者連合会事務局

平成２０年１１月１日

害者）が世帯主の 場合に、

「日 時」

※視覚・聴覚障害者の免

半額免除となります。

)
【沖脊連年会費納入のお願い】

Ｆ(ＡＸ兼用

電話８８６―４２１１

（土）午前１０：００～

◎平成２０年１１月１日

※従来の「重度のし体不
自由者」から対象 を拡大し
ます。

１７：００
平成二十年度の会費を未だ納め
てない方は納入して頂きますよ
うご案内致します。
賛助会員（個人）一口３千円

６千円

サンアビリティーズ浦添

賛助会員（団体）一口５千円

会 員

浦添市宮城４の１１の１

正

「点検料」

◎平成２０年１１月２日
詳 細 ： http://pid.nhk.or. （日）午前１０：００～
jp/jushinryo/taikei-henkou.
１５：００
html
「場 所」
または、各市町村にお問
合せくださり、免 除手続き

振込先 沖縄銀行 与･儀支店
口座名 沖縄脊髄損傷者連合会

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

口座番号 １３５５９０７

沖縄県身 体障害 者福祉 協会

等を直接お聞きくださ。

無 料（但 し 部 品 代 金 は 別 途

毎月二十 五日発 行

発行人
ＯＤＡ通 巻４３ ５号

上里一 之

【頒価

二十 円】

購読料は 会費に 含む

広告(ちはる歯科）
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