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「第４回沖縄県における脊髄損傷者の生活状況に関する実態調査」
報告
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ゆいレール駅員に車いす接遇の話をしてきました

２０２０年度定期総会のご案内

［無料］青い鳥郵便葉書二十枚６月１日まで／新型コロナウィルスの影響

２０２０年度４月から障害者雇用促進法が改正されます

お知らせ

編集後記
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発 行 ◎特集│ テレワーク座談会 （「ざいたくではたらく」より転載）

第
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TEL.098-961-6715/FAX.098-961-6716

ホームページ http://okisekikyo.com/
facebook

https://fb.com/okisekikyo

Skype ID：okisekikyo

表紙写真：ホテルのラウンジでテレワーク中の山川朝教さん

撮影協力：ノボテル沖縄那覇
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テレワーク座談会
自分の障がい特性に合った働き方の一つとして、テレワークがあります。
離島県沖縄だからこそ活かされるテレワーク。

実際にテレワークで働いている障がいが異なる3人に集まってもらい、ざっくばらんな座談会を開催。
テレワーカーになったきっかけや動機、1日の仕事の流れ、メリット、デメリットを話していただきま
した。

●参加者（障がい者で、テレワークし

僕は頚髄損傷で首の骨を折ってそれに

くなったりを繰り返しています。振り

より脊髄神経やられたんで、四肢マヒ

返ると学業と治療の両立がすごく大変

山川朝教さん（ギランバレー症候群）

障害です。肩から下、腕とか指が動か

でした。

大城一志さん（頚髄損傷四肢マヒ）

なくて。腕は一部動くけど肘が伸ばせ

難病という目に見えないということで

阿波連のり子さん（膠原病）

ない。歩けなくて車いすユーザーです。

とても健康そうに見えるから、「怠け

●進行役

一人での外出は厳しいですね。あと自

てるんじゃないか」って、

仲根建作（沖 縄県障がい者 IT サポー

律神経もやられていて体温調節ができ

原疾患もそうですが、治療するお薬の

ないとか。直腸と膀胱の機能障害で排

副作用というのもまた色々あります。

沖縄県障が

便、排尿にも支障がありますね。車い

この薬が骨がもろくなるお薬で骨粗

い者 IT サポートセンターの仲根です。

すに座っている時間が長いので、どう

しょう症で、今、大腿骨、この真ん中

進行させていただきます。よろしくお

してもそれに伴って褥瘡、床ずれがで

に2本のステンが入っています。見え

願いいたします。

きやすくなったりとか。そういうのが

ないことで分かってもらえないことが

座談会の目的は、障がいを持つ方々が

大きな障害の特性です。

沢山あります。家から出ていく時には

テレワークを実際どのようにされてい

阿波連のり子さん（敬称略以下阿波連）

気合が入っているので元気なんです。

るのか。体験を通して楽しいこと、難

▶

私は、膠原病の中の全身性エリテ

だけど家に帰るともう一歩も動けない

しいと感じることなどをお集まりいた

マトーデス、（SLE）と略されている

こともあって、そういう面ではやはり

だいた3名のそれぞれの仕事ぶりをを

んですが、膠原病の中でも一番患者数

病気と言っても何でこの人だけ特別扱

話し合っていただきたいということで

が多いですね。自己免疫疾患といって

いなのと聞いたりすると、分かって欲

す。

普通の人、健康な人だと外から入って

しいけどこんなにも分かってもらえて

ざっくばらんに日ごろ思っていること

きたウィルスや細菌とかに対抗するん

なかったんだぁーって感じたことがあ

をテレワークにチャレンジしてみたい

ですが、私たちの場合は自分の細胞を

ります。

と考えている皆様へメッセッージいた

敵とみなすので、いつでもターゲット

仲根▶

だければありがたいです。

が中にいます。それを治す治療法は今

透に繋がらない、そこに働く時の苦し

仲根▶

はないので対処療法で強い薬を飲みな

さがあるっていうことですね。質問で

せていただきたいと思います。

がら生活しています。小学校12歳の

すが、膠原病の方は紫外線に弱いと聞

大城さんからお願いします。

頃からなのでもう35年経過していま

きましたが影響はないですか？

大 城 一 志 さ ん（敬 称 略 以 下 大 城）▶

す（笑）。これまでも良くなったり悪

阿波連▶

ている方）

トセンター所長）
仲根建作（以下仲根）▶

皆さんの障害名と特性を聞か

見えないことによる理解、浸

人によりますが、SLE 私の
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疾患に関しては、「紫外線は特に気を

た。

進もうと決意したわけですね。ありが

付けなさい」というふうに言われてい

それでは、次にテレワークに至るまで

とうございます。

ます。病気の悪化の原因だったり誘発

の経過をお聞かせいただけますか。

それでは次に阿波連さんどうぞ。

する原因になるからです。しかし、個

大城▶

阿波連▶

人差があって、本当に全然ダメな人も

す。当時仕事は何もせず生活は年金暮

の在宅に特化した、「どこでもワーク」

いるし私の場合はすぐ顔が真っ赤にな

らしで、運動と交流目的で車いすラグ

という事業所を利用させてもらって１

りますが、日焼け止めを塗ったりして、

ビーと車いすツインバスケットのス

年半で就職に結びつけていただきまし

対応しています。

ポーツ活動だけをしていました。生活

た。

仲根▶

を切り詰めながら続ける状況をどうに

これまで、「膠原病友の会」の活動で

食事の制限とかは？

2008年前後だったと思いま

私は就労支援移行サービス

かしなければと思っているときにラク

事務などはしておりましたが、疲れや

り今のところ大丈夫です。

ビー仲間から在宅就労（テレワーク）

すいため長時間の活動は難しい状況で

一般の人と同じように生活習慣病じゃ

で勤められる会社を紹介してもらいま

した。そんな状況での就労訓練に不安

ないけれど食べすぎや飲みすぎに気を

した。仕事内容は人材派遣のホーム

でいっぱいでしたが、支援員の方が「段

付けるというくらいです。

ページの求人情報入力でしたが、リー

階的に自分ができる時間からでいいよ、

仲根▶

そういう意味では、常に日々

マンショックの影響で求人が徐々に減

１時間でもいいんだよ」と言ってくだ

体調コントロールをしないと生活その

り入力作業も無くなって、その後は何

さった事が、後押しになって始めるこ

ものが成り立たない状況ということで

やってるのか分からないような時間を

とになりました。初めは、週２回の３

すね。ありがとうございます。

潰すような仕事が続きました。そこは

時間から、徐々に、徐々に時間や回数

山 川 朝 教 さ ん（敬 称 略 以 下 山 川）▶

3年ほど勤めましたが障害者雇用のテ

を伸ばしていき、それに伴って自信も

私はギランバレー症候群にかかったの

レワークってこんなもんなのかなと思

どんどんついていき、最終的に１日４

が7年前ですね。発病したときは一旦

いました。

時間の週５日間っていうスタイルまで

筋肉という筋肉が全部動かなくなっ

今から3年ぐらい前ですか。仲根さん

になりました。

て、眼球だけしか動かないような状態

が立ち上げた就労支援事業所（IT サ

仲根▶

になったんです。ギランバレーも免疫

ポートおきなわ）が IT に特化した就

報はどうやって知ったんですか？

疾患で、免疫が自分の運動神経細胞を

労移行支援を開始するということで誘

阿波連▶

攻撃して壊してしまう、それで脳から

いを受けました。移動困難な障害者に

ビシャスに出向いているときに支援員

の筋肉を動かす伝達ができなくなって

は送迎支援も行い、在宅訓練プログラ

の方から情報をいただきました。でも、

結局動かなくなってというところです。

ムがあり、テレワーク就労を支援でき

社会で働くというのは考えてもみなく

その後、段々には良くはなってきてる

るということで利用するようになりま

て、パソコンの練習をして、ちょっと

んですけど、今の私の状態は、まだ足

した。丁度1年経ったころに、福岡の

技術がつけば良いかな。この情報を友

が不自由でして、立つことはできて、

人材派遣の特例子会社の求人があり、

の会の会員さんに提供できたらなくら

手すりなどどっかに掴まれば数歩は動

条件は身体障害者手帳１級又は２級が

いに思っていました。実際に就職する

けますが、二足歩行ができない状態で

対象者でした。そこの会社では沖縄県

となったときには私自身本当に信じら

すね。あと手の指の方がもう曲がらな

採用を始めたところで、先に IT サポー

れませんでした。

い状態。普通に鉛筆持って書くとか箸

トおきなわを卒業して、入社した方の

仲根▶

を使うとかはちょっと苦手ですね。細

話を聞き、1年の訓練を経た頃、やっ

と繋がっていたことが、働く機会の繋

かい作業がやっぱできないですよね、

てみようと決意しました。でも、昼夜

がりになったということですね。

ほぼ頚髄損傷の方と一緒です。

逆転するぐらいの乱れた生活の自分が

それでは、山川さんお願いします。

仲根▶

手指障害の話が出たので確認

できるのか、日々の管理がとても不安

山川▶

させてください。パソコン入力はどう

要素でした。入社して1年半ぐらい経

で正直テレワークを始めたっていう意

してますか。山川さん、大城さんは指

ちますが、今のところ体調を崩さずに

識はあまり実感はないですね。今まで

一本ですか？二本ですか？

生活のリズムもうまく整えながら何と

やっていたことが結局言われてみた

大城▶

かこなしている感じですね。

ら、「テレワーク」だったという感じ

に挟んでキーボードを一本一本打って

仲根▶

生活リズムなどの不安があり

です。私は障がいを持つ前は会社を経

入力してます。

ながら、最終的にやろうと決断した理

営していて、事務所があった時期もあ

山川▶

由はありますか？

りましたが、経営者って事務所に行か

て入力しています。２本ですね（笑）

大城▶

やっぱり生活が厳しいってい

ないと仕事してないかというとそうで

阿波連▶

う経済的な理由が大きいですね。同居

もなくて、家にいても常に仕事してる

人に対して働いていないことへの後ろ

んですね。24時間寝ているとき以外は、

さではなくクリエイティブ系で勝負す

めたさもありました。

もうずっと頭の中に会社の経営の事で

るかは大切なことでしたので聞きまし

仲根▶

いっぱいなんです。ですので、障害を

阿波連▶

仲根▶

食事は臓器に障害がない限

僕の場合は、ボールペンを指

私は、左右の人差し指を使っ
私はブラインドタッチです。
入力の速さを活かすのか、速

そこで踏ん切りをつけて前に

この「どこでもワーク」の情
難病相談支援センターアン

アンビシャスという相談機関

私の場合は元々が自営業なの
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あのカチッと押すのがかなり難しいん

持つ前から自然とどこでも仕事をする

います。

という環境になっていました。そんな

仲根▶

山川さんの障害の状態にマッ

です。

意識の中、病気になり、退院して家に

チしたんですね。使い始めて何年目に

仲根▶

帰ってきた時から、いざ本格的にパソ

なりますか？

ているパソコンは会社から貸与です

コンで仕事をと考えているときに、仲

山川▶

か？それとも自分で用意しましたか？

根さんから「IT サポートおきなわ」の

6年目くらいです。だいぶ、年数も経っ

阿波連▶

立ち上げに参加しませんかと声をかけ

てきて最近、スペックがアップデート

あと、セキュリティもウイルスバスター

られ、2年半くらい勤務することにな

に追いつかず、不満なところもあります。

というソフトが入っていて対策してい

りました。そうしているうちに、やっ

仲根▶

ます。

ぱり自分でやりたいという気持ちが芽

あったらいいなというのがあります

仲根▶

生え、退職後はお客さんからの仕事の

か？

Web カメラを使った画面のやり取り

請負をし始めました。仕事は事務所が

山川▶

ないので自宅でずっと一人でパソコン

いですね。

使われているんですか？

しています。ですので、障害を持つ前

仲根▶

阿波連▶

の環境に戻ったというのが現実で、自

どマッチしているんですね。

ラを使ったスカイプで行っています。

然の流れといえば自然の流れなんです。

山川▶

というのも、もうこれに慣れ

流れとしては、まず朝の業務を開始す

IT サポートおきなわに在職中、「テレ

てしまって、私これから離れられない

る前に、一日の業務スケジュールを５

ワーク」という言葉をかなり耳にして、

体になってしまったというのが、正直

分くらいスカイプで行い、その後は

あ！そういう働き方があって、特に障

なところです。だから、もしかしたら、

チャットでのやりとりになります。

がいを持たれている方とか普通に職場

あの普通のノートパソコンで、これし

仲根▶

に行って、勤務ができない方などがこ

かなくてそれを使ってたら、同じよう

ションツールは使わないんですか？

ういう形でなら仕事ができるって考え

に「あれがないとダメ」っていうふう

メールなどについてはどうですか？

た時にすごい可能性のある働き方だと

な形になっていたかもしれないですね。

阿波連▶

意識するようになりました。

たまたま、出会ったのがこのパソコン

す。

仲根▶

皆さんはテレワークするにあ

ということです。もっと細かい話をす

仲根▶

たり、コミュニケーションツールなど

ると、最初はこれをノートパソコンの

ていますか？

はどのような環境で活用されています

延長でと私は思っていたので、今はあ

阿波連▶

か？パソコン機器なども含めて、お聞

りませんが、マウスも持っていました。

大城▶

かせください。山川さんからお願いし

私の仕事柄、マウス操作が必要な場面

社内メールとか？

ます。

も結構あったりしました。例えばグラ

阿波連▶

障害を持って最初は普通の

フィックの操作だったりって、ずっと

このチャット機能でいいなと思うのは

ノートパソコンがあれば、問題ないと

マウスでやっていたので、「これ、マ

職員みんなと共有して見れるように

考え使っていましたが、リハビリのた

ウスなしで作業が100% 出来る」って

なっているので、在宅でも孤独になら

め大分県にある別府重度障害者セン

思ってなかったんですよ。でも、やっ

ない点が私としては安心できます。

ターに入所したとき、施設の規則で限

ぱりこの指がなかなかいう事を聞かな

仲根▶

られた場所でしかパソコンの使用がで

いというか、力がないっていうところ

てやり取りする時に、資料の見方って

きないということがありました。持っ

で、マウス使うのが結構大変だったん

いうのはスカイプ上で出して、同じも

て行ったノートパソコンが重くたいへ

ですね。その時にタッチパットマウス

のを見てやってるんですよね？

ん煩わしく感じられました。そんなと

でほとんどの操作が出来るという事は

仲根▶

きに発売されたのがマイクロソフトの

分かっていたので使い始めました。今

進化したもので一般向けなのか、又は

山川▶

別府にいたときからなので、

こ れ 以 外 で、こ う い う の が

これ以外で？もう考えきれな
考えきれない？もう、それほ

阿波連さんどうですか？使っ

会社から支給されています。

業 務 で Web 通 信 と か、

をする場合、何か特別なソフトなどは
やりとりはパソコンのカメ

スカイプ以外にコミュニケー

スカイプのチャットだけで
データ送る時も、それを使っ
そうです。
メールは使わないんですか？
いや、チャットだけです。

スカイプで、例えば資料を見

コミュニケーションツールの

Surface（サーフェス）というもので

はこのタッチパッドとキーボードだけ

企業独自のシステムなのかによって、

した。当時、iPad は発売されていた

で全部できてしまうまでに操作は上達

使い勝手が変わってくるかもしれない

のですが、タブレットのため、私の仕

しています。ある意味、必要に迫られ

ですね。では、大城さんお願いします。

事柄必要とするキーボードがないため

て上達した部分はありますね（笑）

大城▶

にこちらにしました。このパソコンの

大城▶

自分は会社からのデスクトッ

私はアップル製品を持ってい

プパソコンと、あとヘッドセットと

ますが、トントンとタッチパッドをた

Web カメラを貸与されています。も

という宣伝文句にひかれて買いました。

たけばドラッグ操作はできますよ。

ともと使っていたケーブルテレビの回

これは iPad とノートパソコンをドッ

山川▶

トントンでできるんですか？

線に会社から借りたモデムとルーター

キングさせたもので、しかもこの薄さ・

店頭で展示されているものは、多分そ

を繋いでいます。ネットワークも会社

軽さ、テレワーク携帯するのにもって

の設定がされてなくてカチッと押さな

専用のネットワークにログインして、

こいだったんですよ。とても重宝して

いといけないんですよ。私にとって、

そこでやり取りし、データとかは全部

「これさえあれば、もう何も要らない」

す。自分の場合、朝（10時半ごろか

すいけどその辺どうで

ら20分）・昼（１時過ぎに20分間）・

すか？

夕方（３時半ごろから20分）の１日

大城▶

３回 Web カメラを使ったミーティン

使ってショートカット

グがあります。業務はチームで行って

機能も活かしています。

いて、最初の５、６分くらいでみんな

また、これを使うとタッ

の体調確認、進捗状況、また共有事項

チも軽いのでスクロー

として分からないところの確認や、休

ルもしやすいですね

みなどの出勤スケジュールについての

仲根▶

報告をします。残りの時間は世間話や

ルの活用は今後もそれ

時事ネタなど雑談タイムで和気あいあ

ぞ れ が 探 求 し て、よ り

いと過ごしています。この時間がある

自分にマッチしたもの

から在宅であっても一人じゃなくみん

を見つけて障がいに合

なつながっていると強く感じ、孤独は

わせた取り組みができたらと思いまし

囲気は感じないですね。

感じません。

た。

仲根▶

社内メールは普通にマイクロソフトの

テレワークで気になることの一つに勤

高制なのか？与えられた内

キーロックを

そういうツー

また、業務は出来

ヘルパーという在宅サービスを利用するライフスタイルに

らショートカットしや

さん

Web 上の共有フォルダを使っていま

バスケットやラグビーで、自分なりに過ごしてきた中に

テレワークという仕事を組み込んだ…
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大大城城一一志志
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outlook（アウトルック）を使ってい

務管理があると思いますが、それぞれ

容でいつまでにやらないと

ますが、セキュリティーは人材派遣の

どのような会社とのやり取りになって

いけないっていう納期期限型ですか？

会社なので情報管理は厳しく社外には

いますか？

阿波連▶

繋がらないように設定されています。

大城▶

この量をこなすためには、この時間か

ウェブ検索や閲覧にも一部制限があり

はしてないですね。

かると逆算し、期日に間に合うように

ます。

業務はチームで対応していてノルマは

自分で計画的に仕事を進めています。

キーボードだったりタッチ

ないのですが、実際には納期に合わせ

仕事によって、ちょっと長いスパンの

パッドとか含めて何か特別な環境デバ

て業務行っており、各自無理のない

ものだったり、ゆっくりでいいよとか

イスみたいなものは使っていますか？

ようそれぞれのペースで進めていま

いうものもあるので、うまくペース配

大城▶

入力はボールペンを指で挟ん

す。勤務管理も会社から細かく確認の

分をするように心がけています。

で、マウスは普通のマウスを両手で押

連絡とかあるわけではなく、サボろう

仲根▶

さえて、不便なんですが使っています。

と思えばサボったりはできます

ように確認しあってますか？

トラックボールもちょっと試しました

サボりませんけどね。

大城▶

がしっくりこなくて、今は無理やりマ

ただバスケの練習日とかは、仕事しな

ど、翌日に簡単な業務内容を入力する

ウスを使っている感じです。

がらちょっと一区切りついたら靴下履

ものはありますね。

プライベートではクリックボタンがな

いて靴履いてとか準備していますが、

業務日報フォームみたいなものです。

いマックの白いマウスを使っていて、

休憩時間を少しオーバーすることもあ

仲根▶

片手でも操作ができます。会社はウィ

ります。本当はだめなんですよ。

ますか？

ンドウズなのでマウスはクリックボタ

自分の出勤時刻10時にログインして

阿波連▶

ンが二つあり、設定でボタンを右左逆

退勤の19時までの間、会社から働い

ルを朝礼の前に出して、それを共有し

にしたりと試行錯誤しながらやってい

ていますか？とかの確認とか連絡とか

ます。終業時には進捗をチャットに貼

ますが使いにくいです。それも会社の

はないですね。でも、急な体調不良や

り付けて、報告をしています。

セキュリティーのため、支給されたも

PC 不調など何かあった場合は事務所

仲根▶

の以外は接続できないことになってい

に連絡を入れ状況を伝えます。

して活動されていますが、仕事の自己

るからです。

仲根▶

管理はどんなふうにされていますか？

仲根▶

されている雰囲気ではないわけですね。

山川▶

人たちは、タッチパッドの方が一番い

山川▶

やらないといけないことを、まずはと

いんだけど、あえてボールペンを使っ

にのびのびと取り組めますね。

にかく書き出しますね。

ているというのはタッチパッドの使い

仲根▶

日々それをこなしていっているような

づらさがありますか？

か？勤務されている中小企業家同友会

感じですね。

大城▶

では、勤務について管理されているの

お客さんからもらった仕事を納期を

あり、その操作が難しいです。

か、いないのか？してるんであればど

守って、行うことが求められるため、

仲根▶

んな形でやっていますか？

それに沿うと必然的にスケジュールが

阿波連▶

立ってくるので、それに従って毎日毎

仲根▶

通常、頚損の手指障害のある

自分の手指の機能的なことも
片手の場合ショートカットが

難しいじゃないですか、二本指だった

自分の会社では、細かく管理

(笑)

別に、カメラとかで常時監視
そういう意味では束縛されず
阿波連さんはこの点どうです

管理をされているという雰

出来高では無いです。

1日の仕事管理を会社とどの
日報的なものはないんですけ

阿波連さんのところではあり
私は一日の業務スケジュー

山川さんは、フリーランスと

自分だけで仕事はするため、
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日仕事しているような感じで管理され

ない。案外シビアですよね。

合と考えたら多分この仕事をやっても

ているわけではないですね。

山川▶

結構シビアな現実です。そこ

生活は厳しいですね。最低でも8時間

仲根▶

は本当にフリーランスの宿命だと感じ

やらないと生活が成り立たないと思い

いというタスク管理を自分で、チェッ

ています。

ます。

クをして実行しているわけですね？

仲根▶

年金があるから何とか生活に多少余裕

山川▶

そうですね、はい。

処遇の件について満足しているか、し

ができるという感じですね。

仲根▶

山川さんは、フリーランスゆ

てないか。もっとやりたいのかという

仲根▶

えに仕事の創出して自分で作り上げて

のも含めておきかせいただきたいです。

これまでテレワークをやっていて、失

いかないといけないこともあり、給料

阿波連▶

本当にお給料をいただける

敗したこととか、ヒヤリハット、ビッ

があってないようなところがあります

というのが、はじめての経験なので比

クリしたとかをお聞かせいただきたい

よね。

べようがないのですが、これまでも患

です。先日も IT サポートおきなわを

現在の生活の中で「テレワークと処遇」

者会で似たような事をしていたことが、

卒業し、大城一志さんと同じ会社でテ

というところの関係を少しお話できる

こんなに頂けるんだとすごくありがた

レワークをしている田島哲太さんが勤

ところがあればお聞かせいただきたい

く思っています。

務中、転倒してしまって、事務所の職

です。

あと、やっぱり環境ですね。私は幸い

員が緊急に田島宅にヘルプに走ったと

結婚していて、扶養があるのでそれで

いうことがありました。一志さんも日

ンスの宿命ではあるんですけど、やっ

やっていけています。

中は一人で過ごしているため、何か

ぱり仕事は自分で取ってこないといけ

でも、ひとりで病気を抱えながら在宅

あったとき対応などは案外シビアな問

ないという現実があります。

で生活できるか？とか、夫婦喧嘩した

題だったりするんで、その辺りお聞か

納品してはじめてお金を貰うっていう

時には考えてしまいます（笑）。

せいただきたいです。

ところなので、このあたりはかなり自

私が8時間働けるかといったら、家事

大城▶

分のパフォーマンスに関わってくると

と仕事の両立は難しいと思いますし、

いすからひっくり返ったらどうします

ころですね。

果たしてそれで生計を立てられるかと

かって聞かれたりしたので、会社も何

なので、だからこそちゃんといくらぐ

いったら厳しいかなという現実もあり

かあった場合の緊急対応を気にします

らい欲しいという収入の設定をして、

ます。

ね。

それを達成するためには何をやってい

私としたら今まで頂けなかったものが

エピソードとして。木曜日がバスケの

かないといけないかを常に考えていか

いただけるだけで幸せな状況だと思い

練習日で、午前中に入浴して11時か

なければいけないですね。

ます。

ら仕事なんですよ。

今月何やらないといけない、あるいは

仲根▶

今月じゃなくてそれをもっともっとブ

レワークにマッチングしているかとい

その後ベッドに上がってバスケの着替

レイクダウンして、今日何やらないと

えば、やっぱり子育て中で自宅に居な

えをするんです。

いけないっていったところに落とし込

がら時間の合間でやって、家族全体の

車いす、ベッド間の移乗は車いすをベッ

んで日々やっているような感じですね。

所得は別個にあって、そういった意味

ドサイドに正面付けしてから移って、

報酬に関しては、年収いくらという設

ではその所得の範囲内とかいった働き

またおしりから車いすに戻っていくん

定をして実行していかなくてはいけな

方も当然あってしかるべきだし、そう

ですね。いつもはきれいに車いすまで

いのですが、実際にはまだそれがちゃ

いう意味では阿波連さんはマッチング

戻るんですけど、その日に限って車い

んとできていないです。

しているところもあるわけですね。

すとベッドの間で後ろに倒れてしまい、

今、目先の仕事を淡々とこなしてしまっ

大城▶

自分は障害基礎年金を受給し

ほぼ仰向けの状態になってしまいまし

ている現実があります。その数という

ています。それが月で8万ぐらい、今

た。体幹機能のマヒがあるのでその状

のは実は結構あるものなんです。

の会社からの収入が出勤状況にもより

態になると上半身を起こせないんです。

ですが、その目先の仕事を一つひとつ

ますが８万弱から９万強です。

携帯電話は届かない、もうすぐ業務が

やっていくと、自分の目標としている

仲根さんが言ってたように福岡の会社

始まるってことでとても焦りました。

ところと違う方向に行っている可能性

での雇用となるため、時給が福岡の最

その時は、履いていたジャージのポケッ

も結構あったりもするんですよ。

低賃金の時給841円程になっていて、

トに指を引っ掛けることができ何とか

なので、そこはちゃんと見極めて行く

沖縄県の790円より高いです。

上半身を起こして、車いすに戻れたの

必要があるのかなと思ったりしてます

大城▶

でよかったですが、何もできなかった

ね。

の会社は、あの時で800いくらかでし

ことを考えると怖いです。

たが、今だったら1000円超えていま

それからは、油断せず注意して慎重に

設定していかないといけないわけです

す！（ワオー）

移るようにしました。

よね。

大城▶

山川▶

自己管理を徹底化していかないといけ

勤務です。自分がもし無年金だった場

山川▶

仲根▶

自分なりのやらないといけな

そうですね、これがフリーラ

それも報酬もやりがいも目標

阿波連さんはいかがですか。

テレワークの働き方で誰がテ

以前、在宅勤務していた関東

自分は1日6時間の週30時間

ありがとうございます。次に

重度の身体障害者のため、車

12時から1時の休憩中に昼食をとって、

いやさっきから考えてるんで

すけど、あまり自分なくてこのパソコ

ちして起きたら2時とか

そのときはフィルムが欠けただけで良

3時です。これが最近続

かったんですけどね。これがないと仕

いているんです。

事できないし、同じのを買うとなると

仲根▶

20万近くするので痛いです。商売道

ですか？

具なので、もう買うしかないですよね。

もう何年も仕事をしてい

だから気を付けてますね。

なかった、経験がなかっ

仲根▶

たわけですよね。

テレワークゆえにいろんな所

阿波連さんどう

に移動してやる事ゆえにそういう破損

その時間というものを段

とかいったリスクがあるわけですね。

階的に上げていく中で、

山川▶

いろんな意味で予想外の

はい。ありますね。万が一の

ためにデータはクラウドに取るように

変化がいろいろあったと思うんですが

てきたことがこうやってお

しているので、一応これがポシャって

どうですか？

金になっているんだ」と自

もデータは大丈夫なようになってます。

阿波連▶

信をつけてもらったという、

仲根▶

です。こんなに幸せでいいものかと思っ

就職後その先々まで考えて

ています。

くれてるということが大切

クラウドは何を使ってます

か？

とても楽しく、バラ色なん

テレワークに出会えて良かった。「どこでもワーク」
の支援員さんが

と膝の上から落としてしまいました。

私の力・能力と仕事
（職場）
をうまく結び付けてくれた、

がらウトウトして、寝落

ここがポイントです。
恵まれました。

すが、ブレーキをかけたときにスルっ

さん

ぱいになってテレビ観な

はは れ ん

よく膝の上に置いて動いたりするので
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ああ

終わって、もうお腹いっ

阿阿波波連連のり子

ンを落としたぐらいですかね。
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山川▶

今は One Drive です。

お金こんなに頂いても良いのかなぁと

だったかなと思いとても感

仲根▶

次ですね、テレワークを始め

いつも思っています。

謝しています。

る前と後で何か変化はありましたか？

山川▶

仲根▶

大城さんあたりは一度テレワークやっ

やってた時には、無収入でやってたこ

かったんですね。山川さんはどうです

ていたゆえにある程度は見えていたと

とで、同じようなことを今の職場でやっ

か？

思います。

て、でもそこでは収入があるっていう

山川▶

ただ、注意点など自分の体調管理が十

このギャップというか、すごい衝撃的

ころではないんですけど、一応どこで

分できなかったゆえにやることへの不

だったということですか？

も仕事できる =（イコール）どこでも

安さがあったけど、やっている中でだ

阿波連▶

仕事やらないといけないっていう面も

んだん対応力が増してきたという経過

今までやってきたことも、
「ありがとう」

あって、例えば、知り合いの会社の人

なんですね。

言ってもらえて、誰かの役に立ってい

が足骨折して入院したらしいんですよ。

大城▶

睡眠不足でも、朝になったら

るんだとそれなりに自負はありました

その知り合いの上司がパソコン持って

パソコンの前に向かうというか、寝坊

が、対価として改めて数字で見て、今

きて病院でやらないといけなくなった

はしないというか、そういう意味で強

までもちゃんと私は社会の役に立って

らしいのです。それちょっと笑ったん

制的に行うようにしています。

いたのかなと思ったのです。また、一

ですけど。テレワークって、そんなメ

仲根▶

やるって決めたら強制的にそ

番の喜びは、人にプレゼントをする時。

リット・デメリットなどいろいろな面

ういったテレワークの仕事の環境に自

自分が稼いだお金で姉妹・姪・甥っ子、

はあるなぁって感じてますね。

分を持っていくように努力してきたと

お世話になった人に贈り物をするとき

生活のリズムっていうところで、ちょっ

いうことですね。

が最高の喜びです！。

と次の話に繋がるかもしれないけど、

今まで給料をいただいた経験がないた

病気する前に会社立ち上げて会社の仕

今の自分の中でそれがベスト

め、待遇に関して比べることはできま

事をしている時は本当に普通の会社員

だと思いました。もう生活習慣変えるっ

せんが、ボーナスが出たときも嬉しく

みたいにやっぱり日中はどうしても会

て厳しいですね。今も苦しんでいます。

て笑いが止まらなかったです（笑）本

社の事をやらないといけないといけな

当に恵まれたところにマッチングして

いっていうので拘束時間というのは

自分の会社での拘束時間が10時から

もらったなっていうのが感想です。
「ど

ちゃんとあったんですよ。

夜7時までなんです。休憩が合計３時

こでもワーク」の支援員さんが私の力・

帰ってきてからもずっと仕事はしてい

間ありますが、その中にお昼休憩があっ

能力とその仕事をうまく結び付けてく

るので、何か切り分けはちょっと難し

て、入浴、家事援助でヘルパーさんが

れたというのは、とても重要で、働い

いんですけど、ここ最近の私の仕事の

入ってと、常に予定に追われている感

ても継続出来なければ、定着しなけれ

やり方テレワークでいくと結局どうに

じです。

ばかえって私は自信を無くして、「自

でも動けるので、今実は自分の娘の送

7時になって終わったら、もう何か疲

分はやっぱり通用しなかったか」となっ

迎とかって全部自分がやっているんで

れて同居人が帰ってきて9時ごろ食事

ていたと思います。
「あ！いままでやっ

すよ。娘は小学生なので15時、16時

大城▶

（笑）

今まで膠原病友の会の事務で

衝撃でした。

テ レ ワ ー ク に 出 会 え て、よ

テレワークだからっていうと

車で仕事したり、あるいは近くのホテルに行って

山川▶

さん

やまかわとものり

山山川川朝朝教教

ギランバレー症候群

そこのラウンジで仕事したりとかってやって、

いろんなところで仕事ができる利点があります。
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逆にツインバスケにかかわる時間がだ

す（笑）

いぶ減ったのは残念です。ツインバ

でも実は、私としては、家事手伝いっ

スケの練習は7時からなんですけど、

てそんなに嫌いじゃない。本当は料理

以前はだいたい5時とか早めに行って

もやりたいぐらいなんですよ。

たんです。でも、今は体育館に着くの

洗濯も好きなんですよ、洗濯大好きで

が7時過ぎぐらいで「遅れてすみませ

すよ。洗濯ものを干すのが最近とって

ん」って言って入ることが多くなりま

も自分の中で流行で気持ちいいですよ。

した。ツインバスケをもっと頑張りた

天気のいい日に朝早い時って結構気持

いというのもあるけど仕方ないかなと

ちいいじゃないですか、あの時間帯に

いうのもありますね。

洗濯して洗濯物を干して、またこれを

仲根▶

効率よくこう並べるのもいいですね。

変化してきて、仕事だけではない別な

そういったところは全然嫌いじゃない

やりがい何かそういうライフワークっ

バスケも年とともに、役割が

ですよ。

ていうかいうのが別にあることは、今

くらいには学校終わるん

家事をちょっと加勢できているってい

の仕事にも生かされているのではない

ですね。家から少し遠いので今までは

うか、そういったところはいいところ

でしょうか。

呼ばれたら迎えに行っていました。お

かなぁと思っています。

それは、同じようにのり子さんにとっ

習い事もしていても泊であるんですよ。

仲根▶

夫婦の中で、互いにワークバ

ても団体活動を担う事が生活にもメリ

送迎をして娘をそこで待たないといけ

ランスを確認しあってその中でテレ

ハリが出ていいところ、山川さんはも

ないんだけど待っている時間もったい

ワークっていうのを自分なりに見出し

う子育てを一生懸命やっているていう

ないじゃないですか。なので車中で仕

てきたっていうことですね。

ところが大きいですかね？

事したり、あるいは近くのホテルに行っ

阿波連さんはどんな感じですか？

山川▶

てそこのラウンジで仕事したりとかっ

阿波連▶

毎月くらいあるんですよ。学校は親の

てやって、いろんなところで仕事がで

も今の仕事をしていく上でとても役に

時間の都合関係なくやるからね。

きる利点があります。自分が今まで世

たっています。お金にならないって不

午前中とかにもありますが、それに行

話したくても出来なかった娘の世話と

満があったりもしましたがやってきて

けるんですよ。

か何か携わってるっていったところも

よかったと振り返っています。あと私

専業主婦のお母さんとかが少し来るく

あって、朝起きて娘をまず学校に連れ

なりの収入、稼ぎがあるので、主人に

らいで、実際はあまり来ないのが現実

て行くんですよ。連れて行って帰って

おんぶにだっこではない「対等な夫婦

で、お父さんが来るのはなかなかない

きて、普通だったら連れてそのまま会

関係」っていったら大げさですが、精

ないです。

社にみたいな感じじゃないですか。で

神的にも全くのおんぶに抱っこではな

仲根▶

もそうではなくて、一旦帰ってきて、

くなったような気がしています。

川」になるね（笑）

実は掃除したり、たまに洗濯物したり、

仲根▶

自分の限られた範囲内ではあ

最後にこれからテレワークで働きた

犬と猫に餌あげたりとか家の事をやる

るけど、テレワークで働くことで報酬

いって思っている障がいを持っている

時間ができているんです。今まで、通

が得られるようになったことによって、

人方々に対するエールを一言メッセー

勤時間で例えば30分、1時間往復で考

以前から変わらず担っている家事に付

ジ、叱咤激励の言葉などあればお願い

えたら1時間2時間ぐらいのロスを生

け足され、家庭での役割の変化ってい

します。

活のために取れると言う時間ができた

うのが大きいですかね。収入の面でも

山川▶

のはこれ一つ利点なのかなとちょっと

ちょっと強気になったわけですね（笑）

出てきたかというところを考えると

思ったりするんです。

仲根▶

やっぱり今人手不足っていったところ

仲根▶

患者会の仕事で培った技術

大城さんどうですか？変わっ

授業参観とかほぼ出てますよ、

これは見出しで「イクメン山

このテレワーク自体がなんで

たってところありますか？

からきてるのがあると思うので。それ

工夫次第で娘との対応や家事に対応す

大城▶

プラス私が何で障がい者 IT サポート

るなど生活スタイルのやりくりってと

自分の空いている時間帯に仕事を組み

おきなわ手伝う気になったかというと、

ころがマッチングしてやれるように

込んで、さっき言った生活リズムを強

障がい持っててもやっぱり仕事できる

なってきたっていうことですよね。

制的に対応させた感じなので特に変わ

んだよっていうのを自分が持っている

大城▶

奥さんもよろこんでいますよ

らないです。でも、心の余裕は出てき

知識とか技術を教えることで、それが

ね。掃除もしてくれるし洗濯もしてく

ました。同居人に対してもだし、あと

皆さんができるようになって、自分で

れるしね。

実家の家族に対してもです。お金の心

金稼いでって、生活できるようになっ

全員▶ （笑）

配をさせないよう電話があったりして

て欲しいなと思ったところもあったん

仲根▶

も「大丈夫よー何とかなっているよ」っ

です。なので、それで自分たちみたい

て言える、ちょっとした心の余裕ですね。

な歩行障がいの人たちが普通にパソコ

テレワークによって、時間の

家族とか奥さんその辺とのこ

とはどうですか？

在宅サービスを利用しながら
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ンで何かしら仕事で金稼ぐことができ

若い人から、先輩方までたくさんいた

自分がやっているこのツインバスケっ

るっていうところがあったりするので、

んですけど、仕事しているのは2、３

ていうのは、昔はリハビリスポーツか

それを活用してぜひ何か自分のその生

人程度で、まぁ本当少なかったんです。

レクレーションみたいな形で地元地域

活の活路を見出して欲しいなって思っ

当時は重度障害者が在宅で働ける環境

にチームがあればそこに参加して、そ

ています。

もなく、家族にいろいろ面倒をみても

こが社会参加の第一歩だったんです。

らいながら生活するのがほとんどでし

今はインターネットや SNS などで欲

うのが法定雇用率もないですし、制度

た。

しい情報をすぐ得られますが、自分が

の谷間にいて病気を隠しながら働いて

それが今は重度の障害を持ってても在

障害を負った当時はそれが難しく

いるというのが現状です。

宅勤務で働く人がチーム内でも数名に

コミュニティに参加しないと自分の欲

私たちの障がい特性、個人差はありま

増えていったんです。

しい情報は得られなかったんです。

すが、私の場合は疲れやすいのがある

これも時代の流れっていうのがあるの

自分の場合、仲間を求め、縁があって

ため通勤のない在宅ワークや、月一回

かなと思って。自分も不安を持ったよ

仲根さんらが作ってくれたツインバス

の通院日の確保だったり、そういう配

うに、障害があることでいろいろ不安

ケチーム沖縄フェニックスに入ること

慮があれば、本当に普通に、活躍でき

あるかもしれないけど、流れに乗って

になったんです。

ると思います。難病者を雇うことで人

みてチャレンジしてみていいんじゃな

そこからいろんな情報を得て車いすの

手不足を解消できればいいなと思って

いかなと思いますね。

購入から日常生活の工夫、健康管理の

います。

まずは乗らないと分からないし、かな

仕方とか、飲みに行くこととか。

もし、病気を抱えているということを

り無理することとか結果的にダメにな

そういう情報とか直接いっぱい入って

言ってもいい世の中であるのであれば、

るかもしれないんけど、やってみたら

くるんですよ。今は便利になりすぎた

きっとあなたの隣の隣の人は何らかし

何かしら自信にはなるし、次に移ると

せいかコミュニティに入る人が減って

ら膠原病やその他の難病の方々と繋が

きにどっか余裕を持って挑めるように

きているみたいで、ツインバスケの競

りがあるはずです。

なるんじゃないかなと思いますね。

技人口も減っていて。

今まで言えてなかっただけで、私たち

特にテレワークだったら、可能性が広

やっぱり最終的には人が顔を合わせて

はこれまでも社会できちっと働けてい

げやすいと思います。

会話をする、話をすることかな。

たんだよ。これからも働けるんだよ。

まず通勤がないです。だから運転しな

実際、僕も今会社に勤めることができ

それが言えなかった社会を普通に言っ

くていいっていうのがあります。

たのも仲根さんの口添えのお陰だし、

ても良い社会になることを願っていま

阿波連▶

その前も車いすラグビーをやっていた

す。

点共通してますね。

仲間から直接紹介があったので。やっ

この働く輪が広まって当たり前になっ

私は通勤に掛かる体力が負担。あと気

ぱり人と直接会って話をすることが大

ていくためにみなさん頑張っていきま

疲れをするのでテレワークは助かりま

事なのかなと思っています。

しょう

す。

だからフェニックスは、いろいろ愚痴

難病も含めて見えないハン

職場でも気を遣って疲れが酷くなるの

を言うこともありますけど辞められな

ディをもっている人たちが、その見え

で、四時間まるまるこの仕事に集中で

いですね。

る化を自分たちもしてもらって社会に

きる通勤がないのは本当にありがたい

仲根▶

理解してもらって、それがその難病の

です。

とで、この多様な雑談とかその中から

人たちの社会の一員としての担い手が

仲根▶

阿波連さんも膠原病友の会活

情報が入ってやっぱり働くっていうと

当然になれるような仕組み・環境・繋

動でも話されていましたが、仲間たち

ころに結びついたり、生活を作り上げ

がり、だからみんな仕事やりましょう

の存在は大きいですね。大城さんは車

るということだと思います。

ということでした。

いすバスケットというスポーツ活動で

大切なところですね。

特に重度の人たちには頑張ってもらい

仲間がいて、そこに行くことによって

たいですね。

入ってくる情報とかっていうのはどん

大城▶

な感じですか？

（沖縄県脊髄損傷者協会発行冊子「ざ

大城▶

いたくではたらく」より転載）

阿波連▶

仲根▶

これまで難病者の就労とい

自分がツインバスケを始めた

25年ほど前は頚髄損傷のメンバーが

私もそうです。通勤という

それキーですね。

繋がりの中に輪の中にいるこ

それでは皆様ありがとうございました。
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多様な文化活動の広がりとテレワークへの高い関心
～「第 4 回沖縄県における脊髄損傷者の生活状況に関する実態調査」報告～
10 年ぶりに実施していた
ＲＥＰＯＲＴ

沖縄県における
脊髄損傷者の
生活状況に関する
実態調査報告書
Vol.4

NPO 法人 沖縄県脊髄損傷者協会

「「第 4 回沖縄県における脊

ションカリキュラムが受けられていない実態も出てきて
います。

髄損傷者の生活状況に関す

また、重度の頚髄損傷の方々が「一人暮らし」を選択

る実態調査」の結果報告書

する傾向も増加してきています。その背景には障がい者

ができました。

自立支援法等の福祉サービスの充実化が大きく寄与して

対象者は会員を軸に、病

いることは確かです。在宅で福祉サービスを受けながら

院や施設に協力いただいて

パソコンを活用した仕事（テレワーク）という働き方も

220 人に配布しました。結

あるなど選択できる就労が着実に根付いていることも喜

果は回答者が 78 人で回答率

ばしい限りです。

35.5％と低調でした。

一方では、調査回答者が前回調査に比較して微減とな

実質的に脊損者にどこまで行き渡ったかの確認は取れて

りました。沖脊協会員以外の方々も多くいる中で、沖脊

いません。個人情報保護法の壁は今回も厚かったです。

協の帰属性が希薄化していることも回答率からみて大き

さて、過去の実態調査では当初沖縄県における脊髄損

な課題となっていますので、調査結果から沖脊協活動の

傷者リハビリテーション体制が整っていないことによる

更なる活性化のための事業創出を図れるように取り組み

医療体制の困難ニーズが主な声でしたが、時代とともに

たいと存じます。

社会参加促進が図られ、福祉サービスの充実、パラリンピッ

調査活動にご協力いただきました会員各位、また、リ

ク等障がい者スポーツの広がりなどによって、近年では

ハビリテーション病院等関係各位のご指導ご鞭撻により

余暇活動や就労の希望などの社会参加志向の傾向が表れ

調査事業が円滑に実施されたことについて厚く御礼申し

てきています。

上げます。ありがとうございました。

しかしながら、脊損者にとって肝心な「リハビリテーショ

調査結果につきましては、沖脊協ホームページにアッ

ン体制」は医療制度改革等によるリハビリテーション期

プしているのでご一読ください。

間の制限が導入されたことによって、望ましいリハビリテー

https://www.normanet.ne.jp/~ww500008/
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ゆいレール駅員に車いす接遇の話をしてきました
昨年 9 月にゆいレール利用して、下車の際に駅員さんが往復 2 回も対応し
なかった出来事から、11 月に沖縄県都市モノレール課と沖縄都市モノレール
社に改善の要望していたところ、要望の一つにあった「駅員さんに車いす利
用者の想いを話させてほしい」について実現し、2 月 6 日に駅員さん向けに講話をしてきました。
参加者 12 名でしたが、真剣
に聞いていただきました。特に
スロープをリモコン対応するこ
とについて固定整備の必要性を
伝えたところ、各駅員さんも賛
同されていて現場の方々のご苦
労が垣間見られました。
今 後、 会 員 の 皆 さ ん が ゆ い
レール利用したときに困ったこ
とや辛いことなどがあればご一
報いただければ対応します。皆
で利用しやすいゆいレール目指
して声をあげていきましょう

2020 年度 4 月から障害者雇用促進法が改正されます
障害者雇用促進法が改正され、新設で「障がい者の短時間雇用に対する特例給付金制度」がスタートし
ます。その内容は、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週 20 時間未満の雇
用障害者数に応じて給付金を支給するもの。
具体的には、法定雇用率のカウント対象 ( 週 20 時間以上 ) とならない、週 10 時間以上 20 時間未満で
就労する障がい者の雇用を進める事業主に対し、従業員数に応じた支給額、上限を支給します。
事業主区分

100 人超（納付金対象）
100 人以下（納付金対象外）

支給対象の雇用障害者

週 10 時間以上
20 時間未満

支給額※ 1

7,000 円 / 人月（≒調整金 @27,000X1/4）
5,000 円 / 人月（≒調整金 @21,000X1/4）

（注 1）支給額は、支給対象の雇用障害者数（実人数）に基づき、月ごとに算出する。
（注 2）支援上限人数の算定については、重度のダブルカウント及び短時間のハーフカウントを行う。

支給上限人数※ 2

週 20 時間以上の
障害者数（人月）
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②先ほどの①を記入した紙を
最寄りの郵便局へ郵送する。
（書式は問わない）

定期総会を下記の日時で開催します。

別な方法で、申込書をインター

会員の皆様には、出席確認の案内を郵送しますが、

ネットからダウンロードして

今回の総会日が新型コロナウイルス鎮静となってい

印刷し、郵便局へ提出するこ

るか不透明な状況です。鎮静・終息していないとき

とも可能です。

には総会出席自粛をお願いすることから、案内文書

ホームページ：https://bit.ly/2vYBRUx

同封の出席可否の返信用ハガキに「委任する」に〇

ＱＲコードからもサイトに行けます。

をすることにご協力ください。なお、疑義等があれ

新型コロナウィルスの影響

ば事務局にいつでも問合せしてください。
日時：2020 年 5 月 23 日 ( 土 )15:00～17:00
会場：サン・アビリティーズうらそえ研修室

髄損傷の方は肺活量が弱く、せき症状が出ると大変
です。手洗い、消毒は心がけてください。
3 月 28 日の「せき損セミナー in OKINAWA」は
中止とさせていただきました。今年の「車いすツイ

日本郵便株式会社より「青い鳥郵便

ンバスケットボール選手権大会」も中止となるなど

葉書」の無償配布が今年も始まりまし

まだまだ影響が予想されますので、不要不急の外出

た。対象が１・２級の重度身体障がい

や集まりにはご注意をお願いします。

の方で、6 月 1 日まで受け付けています。代理でも可
能なので家族やヘルパーさんにもお願いできます。

編集後記

①最寄りの（簡易郵便局ではない）郵便局にて身障
手帳を提示し、窓口にある「青い鳥郵便葉書配付申
込書」に以下を記入する。
手帳番号・住所・氏名・希望する葉書の種類（無地
／インクジェット紙）。印鑑は不要。

コロナウイルスで金融市場も悪いニュースが多いですが、
逆に言えばこれ以上悪くならないともいえます。というこ
とで今から投資信託を始めたらコロナが収束する頃には
･･･！マジで始めようと思っている今日この頃。
（砂川）

CHIHARU DENTAL CLINIC

☎ (098)

:

いつも会費をお支払いいただき、まことにありがとうございます。
お支払いがまだの方は事務局にて直接、もしくはお振込をお願いします。
正会員
年間 3,600円

楽天銀行 第二営業支店（普通）７１０４３１１
ト ク ヒ ）オ キ ナ ワ ケ ン セ キ ズ イ ソ ン シ ョ ウ シ ャ キ ョ ウ カ イ

賛助会員（個人）
一口 3,000円

沖縄銀行 石嶺支店
（普通）１５２０１９３
特非）沖縄県脊髄損傷者協会 理事長 仲根 建作

賛助会員（団体）
一口 5,000円

琉球銀行 石嶺支店
（普通）４４５６０３
特定非営利活動法人沖縄県脊髄損傷者協会 理事 仲根建作

購読料は会費に含む【頒価 20 円】

FAX (098)
E-mail chiharu@ryukyu.ne.jp

編集人／沖縄県浦添市内間５－４－３ ハウジングシーサー１０１
ＮＰＯ法人沖縄県脊髄損傷者協会しゃりん編集部

［無料］青い鳥郵便葉書 20 枚
６月１日まで

新型コロナウイルス感染症が拡大しています。頚

発行人／沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座１０３８－１
沖縄県身体障害者福祉協会

2020年度定期総会のご案内

平成 7 年 5 月 10 日 第 3 種郵便物認可

